
介護保険の負担限度額認

定証の有効期限は7月末日

までです。8月以降も認定

証が必要な方は､介護福祉

課または児童福祉センター

窓口で更新手続きをしてく

ださい。

また申請に必要な

ものが昨年度と

異なりますの

で、ご注意

ください。

申請に必要なもの

▽利用者の介護保険被保険

者証

▽利用者本人と配偶者の預

金通帳の写し（名義人と

直近2か月の残高が確認

できるもの）

▽申請者の認印

▽同意書（利用者と配偶者）

▽利用者と申請者が異なる

場合は、申請者の身分確

認ができるもの（運転免

許証、パスポート等）

介護福祉課問合せ

猿島庁舎／内線2227

更新には申請が必要です

1

在宅ねたきり高齢者等
介護慰労金申請のご案内

20,000円介護慰労金支給金額

9月30日(水)まで申請期限

申請できる方

在宅の｢ねたきり高齢者･認知症高齢者｣（次の①～③

すべてに該当する高齢者）を介護している方

※申請をされる方は、申請書に民生委員の署名・捺印

が必要となりますので、地区民生委員にお申し出く

ださい。

①昭和25年6月1日以前に生まれた方（65歳以上）

②平成27年6月1日現在、在宅（入院・入所している方

を除く）で、すでに6か月以上（平成26年12月1日以

前から）下表の状態にあり、今後もその状態が継続

すると認められる方

③介護保険制度において、要介護3以上に認定されてい

る方または要介護認定を受けていないが要介護3以上

に相当する方

高 齢 者 の 状 態

常時ねたきりである

常時ねたきりではないが、日常
ねたきり高齢者

生活の大半を介護によらなけれ

ばならない

認知症の症状により、日常生活

認知症高齢者 の大半を介護によらなければな

らない

介護福祉課（猿島庁舎／内線2290、2291）問合せ

可燃ごみの収集日となっている地区では可燃ごみ7月20日(月)〈海の日〉のごみ収集

に限って収集を行います。《問合せ》生活環境課（岩井第三分庁舎／内線1453）



農地中間管理事業とは、

農地中間管理機構（茨城県

農林振興公社）が農業経営

を縮小またはリタイヤする

方から借り受けた農地を、

公募した地域の担い手とな

る借受希望者に貸し付ける

事業です。ご相談等は下記

までお願いします。

問合せ

▽公益社団法人

茨城県農林振興公社

農地中間管理機構グループ

029-239-71315

＊ホームページ

http://ibanourin.or.jp/

nourin/

▽市役所農政課

猿島庁舎／内線2202

市民の皆さんに、より便

利に市民研修所をご利用い

ただくために、施設利用の

受付窓口を変更しました。

ご理解をお願いします。

新しい受付窓口

スピード対応室

〈岩井附属庁舎／

市民研修所向側〉

※スピード対応室で、予約

の確認、申請書の提出、

利用料の支払いができま

す。11月末日までは、社

～農地中間管理事業～

会福祉協議会〈岩井福祉

センター夢積館〉でも同

。様の受付を行っています

鍵の受取・返却

▽月曜～金曜（祝日を除く）

午前8時30分～午後5時

→ スピード対応室

▽土曜・日曜・祝日

午前8時30分～午後5時

→ 市民サービス課

〈岩井仮設庁舎1階〉

▽夜間 午後5時以降

→ 警備員室

〈岩井第三分庁舎1階〉

管財課問合せ

岩井第二分庁舎／内線1243

(一財)自治総合センター

、 、では 宝くじを財源として

コミュニティ活動に必要な

施設や設備の整備に対し助

成を行っています。

助成額

▽一般コミュニティ助成事業

100～250万円

▽地域防災組織育成助成事業

30～200万円

▽青少年健全育成助成事業

30～100万円

対象団体

コミュニティ組織(自治

会､自主防災組織等)または

コミュニティ組織の連合体

等で､公共団体等から補助

金を受けていない団体

申込期間

7月2日(木)～8月28日(金)

※助成事業実施の有無を含

め、内容が変わる場合も

あります。また、申請し

た団体に必ず交付される

ものではありません。

申込・問合せ

市民協働課

岩井臨時庁舎／内線3252

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による建築パトロー

ルを、7月11日(土)に市内

全域で行います。現在建築

工事中の現場に立ち入るこ

とがありますので、ご協力

をお願いします。

都市整備課問合せ

岩井臨時庁舎／内線3404

夏の楽しい遊びのひとつ

が思わぬ事故につながりま

す。十分に注意しましょう。

▽花火で遊ぶ時は子どもだ

けでなく、必ず大人が付

。き添うようにしましょう

▽事前に水の入ったバケツ

を用意し、遊び終わった

花火は水に浸け、残り火

を完全に消しましょう。

▽風の強い日や近くに燃え

、やすい物がある場所では

花火で遊ばないようにし

ましょう。

坂東消防署問合せ

0297-35-21295

お知らせ版 平成27年7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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個人事業税の口座振替納

税は、公共料金と同じよう

に預金口座から自動的に納

税ができ大変便利です。お

申し込みは、預金口座のあ

る金融機関(ゆうちょ銀行

を除く)で簡単にできます

ので、印鑑をご持参のうえ

手続きしてください。

問合せ

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

①自衛隊一般曹候補生

応募資格

18歳以上27歳未満の方

1次試験日

9月18日(金)・19日(土)

のうち指定する1日

2次試験日

10月8日(木)～14日(水)

のうち指定する1日

②航空学生

（海上･航空／パイロット)

応募資格

18歳以上21歳未満の方

9月23日(水)1次試験日

2次試験日

10月17日(土)～22日(木)

のうち指定する1日

③自衛官候補生

応募資格

18歳以上27歳未満の方

男子 9月20日(日)試験日

女子 9月27日(日)

【 共 通 事 項 】

申込期間

①②は8月1日(土)～9月8

日(火)、③は随時受付

申込・問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

2人採用予定人数

平成28年4月1日採用年月日

応募資格

大学卒業以上及び来春卒

業見込みの方で、昭和55年

4月2日から平成6年4月1日

までに生まれた方

1次試験日

9月20日(日) 教養･作文

2次試験日(1次試験合格者)

10月下旬 面接

試験会場

常総衛生組合会議室

〈つくばみらい市小絹1450〉

申込期間

8月3日(月)～28日(金)

申込・問合せ

常総衛生組合総務課

0297-52-30385

学校概要や入学者選抜等

について説明します。どな

たでも参加できます。

7月25日(土)と き

▽第1回

午前10時～11時10分

▽第2回

午後1時30分～2時40分

ところ

古河市中央運動公園

総合体育館

〈古河市下大野2528〉

。※上履きをご用意ください

申込方法

学校ホームページをご覧

ください。

問合せ

県立古河中等教育学校

0280-92-45515

＊ホームページ

http://www.koga-cs.

ibk.ed.jp

事業資金調達に関する相

談に無料で応じます。運転

資金、設備資金等、融資を

希望される方は、この機会

にご相談ください。

8月6日(木)と き

午後1時～4時30分

坂東市商工会ところ

申込・問合せ

▽坂東市商工会

0297-35-33175

▽日本政策金融公庫土浦支店

029-822-41415

お知らせ版 平成27年7月2日号
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ご相談ください



就職に関すること、福祉

の資格取得に関すること、

求人に関することなど、経

験豊かな専門相談員が無料

。 ）で相談に応じます (要予約

と き

7月24日、8月28日、9月

、 、 、25日 10月23日 11月27日

12月25日、1月22日、2月26

日、3月25日の金曜日

各日午後1時30分～3時30分

ところ

「 」岩井福祉センター 夢積館

対象者

福祉の職場に就職を希望

する方、福祉の職場に関心

のある学生の方、福祉の仕

事・資格取得に関心のある

方、求人事業所の方

申込期限

相談日前日まで

申込・問合せ

茨城県社会福祉協議会

茨城県福祉人材センター

029-244-45605

視覚に障がいのある方の

見えにくさを補うための補

助具の展示や相談会を行い

ます。小さなお子さんや保

護者のほか、成人の方や関

係機関からの参加もできま

す。入学を前提とした相談

会ではありませんので、お

気軽にご参加ください。相

談は無料です。

と き

8月4日(火)

午後1時～4時

ところ

県西県民センター3階

第2・3会議室

〈筑西市二木成615〉

申込・問合せ

県立盲学校地域支援部

029-221-33885

ひきこもりでお悩みのご

家族やご本人からの相談を

受け付けています。同じ悩

みを持つ家族同士が集まっ

て、ご本人への対応を一緒

に考えたり、お互いの体験

を話し合ったりして、明日

へ一歩ふみだせるよう元気

をわけあいませんか？

と き

8月6日、9月10日、10月

1日、11月12日、12月3日、

1月14日、2月4日、3月10日

の木曜日

各日午後1時30分～3時30分

常総保健所ところ

無料参加費

申込・問合せ

常総保健所健康指導課

0297-22-13515

敬老会を一緒に盛り上げ

ませんか。

9月21日(月)と き

敬老の日

総合体育館またはところ

猿島体育館

募集内容

◆ボランティア

敬老会当日の受付や高齢

者の介添え等

◆アトラクション出演者

ご自慢の舞踊や楽器演奏

等を披露していただける方

※出演希望者が多数の場合

は、今までにご出演いた

だいた方にご遠慮いただ

く場合があります。また、

カラオケでの出演は除か

せていただきます。

7月31日(金)まで申込期限

介護福祉課申込・問合せ

猿島庁舎／内線2290

と き

7月23日(木)～26日(日)

午前9時～午後5時

※26日は午後3時まで

岩井公民館１階ところ

問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

お知らせ版 平成27年7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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講座やイベント



と き

7月28日(火)～10月9日

(金)までの週3回

岩井公民館会議室ところ

対象者

すべての研修カリキュラ

ム(日程)に出席できる方

40,000円受講料

テキスト・保険代含む)（

20人募集人数

（応募多数の場合は抽選)

申込方法

申込書に必要事項を記入

のうえ､本所･支所に直接お

申込みください。申込書は

坂東市社協ホームページか

。らもダウンロードできます

7月17日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

▽本所 0297-35-48115

▽支所 0297-44-29435

0280-88-1000

＊ホームページ

http://www.bando-shakyo.jp/

シングルスによるリーグ

戦後、順位別トーナメント

を行います。また、アトラ

クションとしてターゲット

テニスを行います。

7月18日(土)と き

午前9時～

(旧ヘルパー2級養成講座)

ところ

岩井テニスコート

幸神平テニスコート

参加資格

▽小学生の部:

レベル制限なし

▽中学生初級者の部:

初中級レベルの方

１人 2,500円参加費

各部30人(先着順)募集人数

申込方法

坂東市体育協会ホーム

ページで大会要項を確認の

うえ、電話でお申し込みく

ださい。

申込日

7月8日(水)・9日(木)

各日午後8時～9時

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

▽小学生の部

090-4939-55155

▽中学生初級者の部

090-3434-38495

＊ホームページ

http://www.bando-sports.jp

お知らせ版 平成27年7月2日号
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猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」

教室名 日 時 定員 内 容 講 師

各 飯田正二
①8月4日(火) ポスターや夏

20人 先生
絵 画 ②8月7日(金) みの思い出休

午前9時～正午 を描こう

染谷曠邨8月6日(木)
習字の課題を

午前10時～正午 先生
習 字 20人 仕上げよう

（半紙）

8月7日(金) 中村卓哉作文・
作文・感想文

先生感想文 午前9時～正午
20人 の書き方を学

ぼう

※絵画は①または②の1回のみ申し込みできます。作文･

感想文は、1～3年生が午前9時～10時30分まで、4～6

年生が午前10時40分～正午までに分けて指導します。

市内の小学生（習字は小学3年生以上）対 象 者

）受付開始 7月15日(水)～(受付時間:午前9時～午後9時

※先着順。定員になり次第締め切ります。

無料（教材費は個人負担になります ）受 講 料 。

◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。

猿島公民館申込・問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355



マラソンを始めたい方、

青春時代に走っていてまた

走りたくなった方、普段ウ

ォーキングやジョギングを

している方、夏休みの思い

出づくりに親子で参加した

い方など、大歓迎です。長

距離練習をしたい方の参加

もＯＫです。

と き

8月1日(土)午後1時から

2日(日)午後1時まで

〈雨天決行〉

八坂公園陸上競技場ところ

参加資格

400メートルトラックを

1周以上、ランニングまた

はウォーキングできる方

無料参加費

申込方法

当日、直接会場にお越し

ください。

岩井陸競問合せ

佐々木／ 0297-27-05495

8月31日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

大利根カントリークラブ

市内在住の方参加資格

2,000円参加費

※プレー費12,000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 280人 先着順

申込方法

、7月26日(日)午前9時から

参加費を添えて岩井公民館

研修室でお申し込みくださ

い。1人で4人分まで申し込

みができます。申込書は総

合体育館、猿島公民館、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

お子さんと一緒に、また

はお友達同士で、ゆかたを

着て夏まつりに参加してみ

ませんか。

7月19日(日)と き

午前9時30分～11時30分

岩井公民館和室ところ

対象者

市内在住・在勤で小学生

以上の女性の方

無料参加費

30人募集人数

持ち物

ゆかた、半巾帯、腰ひも

(3本)、コーリンベルト、

ゴムつき前板、すそよけ

※お持ちの方は浴衣用着付

（ 、 、セット 衿芯 伊達〆め

肌襦袢、足袋等）

7月7日(火)～申込開始

※受付時間は、午前8時30

分～午後9時まで

申込・問合せ

岩井公民館〈月曜休館〉

0297-35-88005

世界で一つだけの作品を

作りませんか。

と き

▽Ａコース

7月25日(土)･8月11日(火)

▽Ｂコース

7月30日(木)･8月11日(火)

※7月25日･30日は午前9時～

午後1時、8月11日は午前9

時～11時30分です。

ところ

岩井福祉センター｢夢積館｣

対象者

市内在住の小・中学生と

保護者の方

市陶芸教室会員講 師

1人 1,000円参加費

（ ）1日目の昼食代を含む

各コース15組募集人数

（先着順）

申込期間

7月13日(月)～17日(金)

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

お知らせ版 平成27年7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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「見逃さないで…子ども

たちのＳＯＳ！～子どもの

権利を守るために～」を

テーマに、子育てアドバイ

ザーの幸島美智子さんによ

る講演会を開催します。

8月6日(木)と き

午後1時30分～

市民音楽ホールところ

問合せ

県人権啓発推進センター

029-301-31365

助産師さんと一緒に赤ちゃ

んのことを学んでみよう。

8月6日(木)と き

午前10時～午後3時

岩井保健センターところ

市内の中学生対象者

内 容

知ってみよう！赤ちゃんの

不思議、お父さん･お母さん

になってみよう(模擬体験）

筆記用具、飲み物持ち物

※動きやすい服装で参加し

てください。昼食は用意

します。

15人(先着順)募集人数

7月31日(金)まで申込期限

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

上手に食べられない子ど

もたちやお年寄りに味わう

幸せを伝えられるよう、食

事に関する指導の研修を行

います。

7月30日(木)と き

午後1時30分～3時30分

ところ

県西生涯学習センター

〈筑西市野殿1371〉

対象者

小中学校や特別支援学校

及び幼稚園の教職員や保護

者、保健センターや保育園

等の職員、療育関係者

講 師

摂食コミュニケーション･

ネットワーク理事長

中島知夏子 氏

申込・問合せ

県立下妻特別支援学校

0296-44-18005

アロハの風に乗ってハワ

イの気分を思う存分お楽し

みください。

7月20日(月･祝)と き

午後1時～

市民音楽ホールところ

無料入場料

問合せ

フラフレンズ坂東

張谷／ 090-2490-89255

お知らせ版 平成27年7月2日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

7月15日(水)
スラッシュ 8月 4日(火)・11日(火)〈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 8月 5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〉
8月 5日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

8月22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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高齢者の交通安全につい

て、境警察署交通課長によ

る講演会を開催します。坂

東いきいき大学の学生の皆

。さん！ぜひご参加ください

当日は学生証に出席の押

印をしますので、忘れずに

お持ちください。

7月28日(火)と き

午前10時～正午

岩井図書館2階ところ

視聴覚室

150人(先着順)募集人数

市民協働課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

にぎらないおにぎり(お

にぎらず)とクレープを作

ります。料理の苦手なパパ

も、お孫さんとの参加も大

歓迎です。

8月2日(日)と き

午前10時～午後1時

岩井公民館調理室ところ

対象者

小学生とその男性保護者

講 師

市女性フォーラム会員

1組 1,000円参加費

15組(先着順)募集人数

エプロン、三角巾持ち物

7月24日(金)まで申込期限

市民協働課申込・問合せ

岩井臨時庁舎／内線3252

7月30日(木)と き

午前9時～正午

ところ

岩井学校給食センター

〈 〉坂東市神田山3062-6

対象者

市内の小学3～6年生の方

無料参加費

持ち物

上履き（スリッパは不

可 、三角巾、エプロン）

募集人数

30人（先着順）

申込期間

7月6日(月)～17日(金)

※受付時間は、午前8時～

午後4時まで

申込・問合せ

▽岩井学校給食センター

0297-36-88885

▽猿島学校給食センター

0280-88-02685

平成27年7月2日発行 ■坂東市秘書広聴課■

坂東の夏の風物詩

岩 井 の 夏 ま つ り

迫力のあるみこしが、威勢のよい掛け声と

ともに歩行者天国を練り歩きます。

ぜひ遊びに来てください。

7月24日(金)・25日(土)と き

午後6時～10時〈雨天決行〉

※催し物は午後9時30分までです。

岩井商店街（歩行者天国区域内）ところ

坂東市観光協会〈商工観光課内〉問合せ

0297-20-86665

◆7月24日(金)･25日(土)合図の花火を打ち上げ

ます。また、午後6時から10時まで歩行者天国

となりますので、ご協力をお願いします。
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