
犬の放し飼いは、県条例

により禁止されています。

猫については、平成26年4

、月1日施行の県条例により

屋内で飼うよう飼い主が努

めなければなりません。

犬や猫を屋外で放し飼い

にすると、人をかんで怪我

をさせたり、近所の庭を荒

らすなど、近隣トラブルの

もとになることがありま

す。また、他の動物と接触

することで病気をうつされ

たり、望まない妊娠や交通

事故で命を落とす危険性も

あります。

飼い主の皆さん、愛犬・

愛猫のために、もう一度飼

い方を見つめ直してみませ

んか！

生活環境課問合せ

岩井第三分庁舎／内線1453

平成27年度に野外活動セ

ンター（ベルフォーレ敷地

内）を会議・集会等で利用

を希望する団体は、あらか

じめ登録が必要となります

ので、登録申請書を提出し

てください。

※登録申請書は管財課にあ

ります。

対象団体

ボランティア・スポー

ツ・子供会活動など、社会

教育活動を行っている非営

利団体

4月30日(木)まで申込期限

管財課申込・問合せ

岩井第二分庁舎／内線1243
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道路開通のお知らせ

4月1日から、国道354号原口北交差点～

市道バイパス通りまでの区間が全線開通

しました。

通行の際には、交通ルールや交通マ

ナーを守り、安全運転を心がけましょう。

都市整備課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3403



平成27年度の固定資産税

にかかわる価格等の縦覧を

行います。固定資産税の納

税者が、他の土地や家屋の

価格と比較をすることによ

り、自分の土地や家屋の評

価が適正かどうか縦覧でき

ます。また、本人所有の固

定資産については、名寄帳

による閲覧もできます。

4月30日(木)まで縦覧期限

※土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分

縦覧できる方

市内に所在する土地や家

屋の固定資産税の納税者

縦覧場所

課税課〈岩井仮設庁舎〉

無料費 用

必要なもの

印鑑、本人を証明するも

の（運転免許証等）

※納税者以外は、委任状と

代理人の身分を証明する

ものをご持参ください。

課税課問合せ

岩井仮設庁舎／内線1755

平成27年度から定期課税

分の自動車税がクレジット

カードで納付できるように

なりました。

パソコンやスマートフォ

ンから「Yahoo!公金支払い」

のポータルサイトへ接続

し、クレジットカード情報

等を入力することで、自宅

や外出先から24時間いつで

も利用できます。

金融機関やコンビニ等で

はクレジットカードによる

納付はできませんのでご注

意ください。

利用期間

5月1日正午～6月30日

1件につき324円手数料

茨城県税務課問合せ

029-301-24185

お知らせ版 平成27年4月2日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115
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センター健診申込受付

健診実施日 申込開始 会場

5月13日(水)･14日(木) 4月10日(金)～ 猿島保健センター

岩井保健センター
5月15日(金)･16日(土) 4月14日(火)～

5月17日(日) 4月15日(水)～

40歳以上の方対象者

胃がん、胸部レントゲン、特定健康診査、健診内容

大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス

、 。※胃がん検診のみ 特定健康診査のみの受診もできます

子宮がん･乳がん医療機関検診申込受付

20歳以上の女性の方▽子宮がん検診：

30歳以上の女性の方▽乳 が ん 検 診：

茨城西南医療センター病院検診医療機関

友愛記念病院

※他の医療機関での検診を希望される方は、お問い合

わせください。

4月28日(火)～5月1日(金)申込期間

2,000円（70歳以上の方は1,000円）負担金

※次の無料クーポン券対象者は、無料で検診を受けら

れます。

子宮がん検診 平成 6年4月2日～平成 7年4月1日生

乳 が ん 検 診 昭和49年4月2日～昭和50年4月1日生

（ ）申込・問合せ 健康づくり推進課 岩井保健センター内

0297-35-31215



お知らせ版 平成27年4月2日号
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■申込方法■対 象 者

1.予約次の①②のいずれにも該当する方

希望する健診機関（下表）に直接予約を①平成27年度中に40歳になる方から受診当

その際、必ず「坂東市国民日74歳の方まで してください。

健康保険の補助を利用すること」を伝えて②国民健康保険税に未納がない世帯の方

予約してください。※併診ドックは隔年の補助となります。

※人間ドックの検査項目には、特定健康診
2.補助申請査の項目も含まれているため、国民健康

「健康保険証」と「印鑑」をお持ちのう保険の特定健康診査と重複して受診する

え、保険年金課または窓口センター（猿ことはできません。

島庁舎）までお越しください。
■受診期限 平成28年2月29日(月)まで

人間ドック 20,000円■補助金額
3.決定通知書の提出・支払

併診ドック 30,000円
市が交付する「決定通知書」と「健康保※健診機関により自己負担額が異なります。

」 。険証 を当日健診機関に提出してください

健診機関の窓口で、健診料金から補助金額■検査項目
を引いた額をお支払いください。身体計測、尿検査、血液検査、循環器検

※受診後の補助申請はできません。査、糖代謝検査、呼吸器系検査、消化器系

検査、聴力検査、眼科検査、脳の検査（併
保険年金課

診ドックのみ）
■問 合 せ

岩井仮設庁舎／内線1735

健 診 機 関 名 電 話 番 号 健 診 機 関 名 電 話 番 号

ホスピタル坂東 0297-44-2000 つくば総合健診センター 029-856-3500

木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131 筑波学園病院 029-836-1983

つくばトータルヘルス茨城西南医療センター
0280-87-6635 029-864-3588

病院 プラザ

総合守谷第一病院 0297-45-9912 古河赤十字病院 0280-23-7070

守谷慶友病院 0297-45-3311 友愛記念病院 0280-97-3400

きぬ医師会病院 0297-23-1771 小張総合病院 04-7124-7427

取手医師会病院 0297-71-9500 キッコーマン総合病院 04-7123-5910

木根淵外科胃腸科病院は人間ドックのみ※

坂東市国民健康保険では、平成27年度から生活習慣病の早期発見・

人間ドック 併診ドック 人予防のため 特定健康診査の項目を含んだ と、 （

の補助事業を実施します。間ドック＋脳ドック）



普通救命講習会において

実技指導を行う応急手当普

及員を募集します。

応募資格

応急手当普及員の資格を

、持つ20歳以上の健康な方で

週1回以上活動できる方

※資格のない方は、3日間（6

月27日・28日、7月5日）の

普及員講習を受講し、資格

を取得していただきます。

活動場所

、 、 、古河市 五霞町 下妻市

八千代町、坂東市、境町、

常総市（旧石下町区域）

なし報 酬

※交通費として1日1,000円

を支給します。

10人募集人数

申込・問合せ

茨城西南広域消防本部

警防課

0280-47-01265

岩井若人の集い実行委員

会（ＩＹＳ）は、市と協力

しながら独身男女に出会い

の場を提供しています。

パーティーやバスツアー

の開催など、ボランティア

で協力してくれる委員を募

集します。イベントに興味

をお持ちの方は、お気軽に

お問い合わせください。私

たちと一緒に素敵な出会い

のお手伝いをしましょう。

活動内容

イベントの企画、開催時

の受付・進行、月1回程度

の全体会

応募資格

18歳以上(高校生不可)40

歳以下の独身者の方

若干名募集人数

※ボランティアのため報酬

はありません。

申込・問合せ

岩井若人の集い

実行委員会事務局

〈 〉生涯学習課猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

発展途上国で活動する

ＪＩＣＡボランティアの制

度や内容について説明会を

行います。ボランティアに

、 、 、は技術系 医療系 教育系

業系、スポーツ系など様農

々な職種があります。説明

会は予約不要で、当日の入

退場も自由です。お気軽に

ご参加ください。

◆水戸会場

4月12日(日)と き

午後2時～

ところ

イオンモール水戸内原

2階イオンホールAB

◆つくば会場

4月19日(日)と き

午後2時～

ところ

つくばサイエンス・

インフォメーション

センター大会議室

【 共 通 事 項 】

無料参加費

問合せ

青年海外協力隊ＪＩＣＡ

事務局募集課

03-5226-98135

＊ホームページ

www.jica.go.jp/volunteer/

【相談電話番号】

０２９－２２８－０６００5

０２９－２２８－０６０２

医療や介護サービスの利

用で困っていること、費用

や保険料負担で困っている

こと、負担軽減策などにつ

いて、ケアマネジャー、

ケースワーカー、医療・福

祉団体のスタッフが無料で

ご相談にお応えします。

5月16日(土)と き

午前9時30分～午後0時30分

主 催

茨城県社会保障推進

協議会

お知らせ版 平成27年4月2日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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ご相談ください



返済のために借金を重ね

ている、返済しているのに

元本が減らないなど、状況

をお聞きして債務整理のア

ドバイスや法律専門家への

引き継ぎをしています。相

談は無料ですので、迷わず

ご相談ください。

◆多重債務相談（借金の返

済､高金利貸付､悪質取立)

０２９－２２１－３１９０5

平日 午前8時30分～正午

午後1時～4時30分

◆悪質な投資勧誘相談（未

、 、 ）公開株 社債 ファンド

０２９－２２１－３１９５5

平日 午前8時30分～正午

午後1時～5時

主 催

財務省関東財務局

水戸財務事務所

謡 や所作に触れること
うたい しょさ

で、能楽の世界を身近に体

験してみませんか？まずは

お気軽にご参加ください。

（ ）▼子どもの部 小･中学生

・岩井公民館

月2回 火曜日

午後5時30分～6時30分

・猿島公民館

月2回 木曜日

午後5時～6時

※希望の会場を選択してく

ださい。

▼大人の部（高校生以上）

・岩井公民館

月2回 木曜日

午後6時30分～9時

対象者

市内在住･在学･在勤の方

梅村昌功先生講 師

（下掛宝生流能楽師）

無料受講料

※道具等の費用がかかる場

合があります。

募集人数

各会場20人(先着順)

申込期間

4月13日(月)～24日(金)

申込・問合せ

〈 〉生涯学習課 猿島公民館内

0297-44-3154／5

0280-88-0835

お知らせ版 平成27年4月2日号
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講座やイベント

法律的な問題で困っていることがありましたら、お気

。 、 。軽にご相談ください 相談は無料で 秘密は厳守します

予約制となっていますので、まずはお電話でお問い

合わせください。

秘書広聴課スピード対応室問合せ

岩井附属庁舎／内線4226

猿島公民館
市民相談室

〈岩井附属庁舎〉
場 所

午前10時～午後3時 午後1時～4時時 間

14日(火) －4月

25日(月)5月 18日(月)

6月 8日(月) －

7月 13日(月) 27日(月)

8月 10日(月) －

9月 14日(月) 28日(月)相談日

10月 13日(火) －

11月 9日(月) 24日(火)

12月 14日(月) －

1月 18日(月) 25日(月)

2月 8日(月) －

3月 14日(月) 28日(月)

一人で

悩まないで！



5月25日(月)と き

〈雨天決行〉
ところ

猿島カントリー倶楽部

参加資格

市内在住・在勤の方

1,500円参加費

※プレー費9,200円は、当

日ゴルフ場フロントで精

算（昼食代・パーティー

代を含む 。）

（ ）募集人数 180人 先着順

申込方法

4月19日(日)午前9時か

ら、申込書に参加費を添え

て猿島公民館ロビーでお申

し込みください(1人4人分

まで)。申込書は猿島公民

館・総合体育館・市内ゴル

フ練習場にあります。

※電話でのお申し込みはで

きません。キャンセルの

場合、参加費の返金はし

ません。

申込・問合せ

生涯学習課スポーツ振興係

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

この機会にソフトテニス

をはじめてみませんか。

と き

5月15日～7月17日の

毎週金曜日〈計10回〉

午後7時30分～9時

岩井テニスコートところ

対象者

市内在住・在勤・在学の

小学4年生以上の方

参加費

高校生以上 3,000円

小・中学生 1,500円

20人（先着順）募集人数

申込期間

4月13日(月)～22日(水)

申込・問合せ

坂東市ソフトテニス連盟

野本／ 090-1467-47035

プロコーチを迎えて、テ

ニスレッスンを行います。

皆さん楽しく学びましょ

う！

と き

5月9日(土)～

〈計4回〉毎週土曜日

午前8時30分～10時

ところ

岩井テニスコート

対象者

市内在住・在勤・在学の

テニス初心者で、小学生以

上の方

2,500円参加費

20人（先着順）募集人数

持参品

運動できる服装で、テニ

スシューズ、ラケットは必

ず持参してください。必要

に応じてタオル、飲み物、

帽子等もご用意ください。

なお、ラケットのない方

はご相談ください。

申込期間

4月26日(日)～27日(月)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

090-4939-55155

プロコーチによる挨拶や

マナーの指導を受けながら

テニスに親しみましょう。

と き

5月14日(木)～

毎週木曜日〈計4回〉

午後4時30分～5時30分

ところ

総合体育館卓球場

対象者

市内在住・在学の小学4

年生以下の方

2,000円参加費

10人（先着順）募集人数

持参品

運動できる服装で、上履

きは必ず持参してくださ

い。必要に応じてタオル、

飲み物もご用意ください。

申込期間

4月21日(火)～22日(水)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

080-5193-42015

お知らせ版 平成27年4月2日号 岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-01115

電話交換手にご用件先の課名または内線番号をお伝えください。
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①幼児水泳教室

(4～6歳の未就学児)
と き

5月 9日～毎週土曜日

〈全5回〉

6月13日～毎週土曜日

〈全5回〉

午前11時～正午

10人募集人数

②小学生水泳教室

と き

5月9日～毎週土曜日

〈全10回〉

午前10時～11時

25人募集人数

③アクアダンス(高校生以上)

と き

5月14日～毎週木曜日

〈全10回〉

午後6時45分～7時45分

25人募集人数

【 共 通 事 項 】

ところ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

①は無料参加費

②③は入場料のみ

申込方法

①は4月25日(土)、②は4

月26日(日)のいずれも午後

1時から猿島コミュニティ

センターロビーで受付。募

集人数を超えた場合は抽選

を行います。お申し込みは1

人1件(兄弟は可)です。電話

でのお申し込みはできませ

ん。③は当日受付。

①②のみ印鑑持ち物

問合せ

猿島コミュニティセンター

0280-87-72235

自然と科学とが融合した

つくば市を楽しく歩きまし

ょう。

と き

6月6日(土)・7日(日)

〈雨天決行〉

コース

筑波山神社むかし道コー

スほか全9コース

つくば中央公園集合場所

参加資格

健康な方ならどなたでも

参加可。小学生以下の方は

保護者、介助が必要な方は

介助者の同伴が必要です。

参加費

▽事前申込

大人1,500円､高校生500円

小中学生100円

▽当日申込

大人2,000円､高校生800円

小中学生100円

申込方法

インターネット(http://

www.sportsentry.ne.jp/)

からお申し込みください。

。手数料200円がかかります

事前申込期限

5月15日(金)まで

問合せ

つくば国際ウォーキング

大会実行委員会

深見／ 090-4122-22255

お知らせ版 平成27年4月2日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

4月15日(水)
スラッシュ 5月 7日(木)・14日(木)〈全2回〉

10人 1,500円

午前9時から
キルト 午前10時～午後3時30分

電話受付
布草履 5月13日(水) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

とんぼ玉 〈先着順〉
5月13日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

5月16日(土) 10人 1,000円午後1時30分～3時30分

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ開催場所

坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方参加資格

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ( 0297-20-9980)申込・問合せ 5
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神大実分館生涯学習講座 受講生を募集します！

4月21日(火)まで 午前9時～午後9時【申込期限】

市内在住・在勤の方 無料（教材費等は自己負担）【受講資格】 【受講料】

神大実分館（ 0297-30-1800） ※月曜休館【申込・問合せ】 5

◎前回受講した講座は申し込みできません。応募者多数の場合は抽選となります。

実施 募集 講 師 備 考
期間 人数 （敬称略） （※は初回のみ徴収）

講 座 名 曜 日 時 間

5月16日 毎月 午前10時 小学生以上対象神田ばやし
20人

〈10回〉 ～10月 第1･3土曜日 ～正午 大人大歓迎
倉持敏夫

材料費 毎回700円程度お菓子つくり教室 5月13日 毎月 午前9時30分
16人 木村敦子

〈10回〉 ～3月 第2水曜日 ～正午

井口理恵 ※教材費1,500円
5月12日 毎月 午前10時

15組 伊藤宏子 1歳以上の乳幼児と母親
ひよこクラブ

～12月 第2火曜日 ～正午
木村道子 対象

〈8回〉

15人 倉持幸子 動きやすい服装で参加
太極拳教室 5月30日 毎月 午前9時30分

〈10回〉 ～10月 第2･4土曜日 ～11時30分

5月23日 毎月 午後4時30分 バスタオル等を持参足うら健康法
〈10回〉 ～10月 第2･4土曜日 ～6時30分 ※専用パウダー代2,100円

15人 樫村和子

5月21日 午後3時30分 菅沼育子 WindowsXP以上のパソコンパソコン教室 毎週木曜日 15人
〈10回〉 ～7月 ～5時30分 佐藤茂樹 持参 ※資料代1,500円

5月21日 毎月 午前9時30分 洗濯バサミ､はさみ､ボンドエコクラフト 15人 鶴見篤子
〈10回〉 ～10月 第1･3木曜日 ～11時30分 等持参 ※教材費1,000円

5月15日 毎月 市外学習(バス)2回開催
午前9時～

～11月 第3金曜日 市内学習は現地集合･解散

自然ウォッチング
正午(一部午 20人 的場伸一
後5時まで)

〈7回〉

15人 倉持鶴舟 ※教材費500円
カラオケ演歌教室 5月16日 毎月 午後1時

〈10回〉 ～10月 第1･3土曜日 ～4時

5月22日 午後3時30分 堀江 マットを持参ヨガ教室
毎週金曜日 15人

〈10回〉 ～7月 ～5時 シャーリ美子 動きやすい服装で参加

15人 高見恵子 動きやすい服装で参加
３Ｂ体操 6月3日 毎月 午後1時30分

〈10回〉 ～10月 第1･3水曜日 ～3時30分

材料費 毎回1,000円程度
家庭料理教室 海老原5月19日 毎月 午後6時

16人
きみい〈8回〉 ～12月 ～8時第3火曜日

5月19日 毎月 午前9時30分 裁縫道具を持参パッチワークキルト 15人 早川聡子
〈10回〉 ～10月 第1･3火曜日 ～11時30分 教材費1作品1,000円程度

5月19日 毎月 午後2時 糸きりバサミを持参手編み教室
15人 古矢和子

〈10回〉 ～10月 第1･3火曜日 ～4時 ※毛糸代等1,000円程度

動きやすい服装で参加
健康体操 5月16日 毎月 午後4時30分

15人 染谷典子
〈10回〉 ～10月 第1･3土曜日 ～6時
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