「一億総活躍社会」の実
現に向け、賃金引上げの恩
恵を受けにくい所得の低い
高齢者の方を支援するため
に、高齢者向け給付金(年
金生活者等支援臨時福祉給
付金)を支給します。
支給対象者
平成27年1月1日におい
て、次の要件をすべて満た
す方
①坂東市の住民基本台帳に
記載されている方
②年齢が平成28年度中に65
歳以上(生年月日が昭和27
年4月1日以前)となる方
③平成27年度分の市民税
(均等割)が課税されてい
ない方
※ご自身を扶養している方
が課税されている場合
(住民税において、どな
たかの扶養となっている
場合)や生活保護の受給
者となっている場合など
は対象外となります。
支給の対象となる方に

は、申請書を送付していま
す。
支給金額
支給対象者1人につき
30,000円
申請期限 7月1日(金)まで
申請先
社会福祉課または
児童福祉センター
問合せ
社会福祉課
猿島庁舎／内線2220

働きたい期間を登録して
いただき、条件に合う方を
採用するものです。登録者
が多数の場合は、登録期間
内に採用されない場合があ
ります。
募集職種 保健師
※勤務時間、賃金等につい
ては、お問い合わせくだ
さい。
申込書類
臨時職員等登録申込書、
履歴書（市販のもの ）、保
健師免許証の写し

※申込書は総務課（岩井仮
設庁舎 ）、窓口センター
（ 猿島庁舎 ）にあります 。
市ホームページからもダ
ウンロードできます。
受付期間 4月22日(金)まで
〈土曜･日曜を除く〉
申込・問合せ
総務課
岩井仮設庁舎／内線1295

市では災害に備えYahoo㈱
と災害協定を締結しました。
災害時に皆さんへの情報
提供の手段として「坂東市
の災害情報ブログ」を開設
しましたので、ぜひご覧く
ださい。
次のアドレスからご覧い
ただけます。↓↓

http://blogs.yahoo.
co.jp/koutsu_0303
問合せ
交通防災課
岩井第三分庁舎／内線1474
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補助金額
購入額の50％以内(10アー
ルあたり1,000円が上限）
※補助は予算額の範囲内と
なります。
助成要件
市内の販売店から水稲箱
苗防除用薬剤を購入した稲
作農家の方で、当該年度生
産調整の現年度配分面積を
100％達成した方(未達成者
は補助基本額の50％で算出)

5岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-0111
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。

※ 陸田や市外の水田及び市
税滞納者は補助対象外 と
なります。
①補助対象面積は、次のと
おり算出します。
・転作、休耕、青刈り稲及
び飼料用稲の面積は補助
対象面積に含みません。
・加工用米は補助対象面積
に算入します。
②水稲箱苗防除用薬剤は、
水稲専用の殺虫剤・殺菌
剤 とします。
※水稲のほかに、畑で作る
野菜にも使用できる薬剤
は補助対象外になります。

申請手続き
｢補助金交付申請書｣に
｢水稲病害虫防除薬剤販売
証明書｣を添えて、 6月末日
まで に市役所農業政策課ま
たは岩井地域水田農業推進
センター(ＪＡ岩井 岩井支店
2階 ）へ申請してください 。
問合せ
農業政策課
猿島庁舎／内線2202

病気やけがの治療のために、国内では毎日約3,000人もの患者が輸血を受けてい
ます。しかし、輸血に必要な血液製剤は人工的に造れないうえ、長期間の保存も
できません。血液製剤を常に確保しておくには年間を通じての献血が不可欠です。
多くの皆さんのご理解とご協力をお願いします。
問合せ 健康づくり推進課〈岩井保健センター内〉 5 0297-35-3121
実 施 日

6月10日(金)
7月11日(月)
8月18日(木)
9月30日(金)
10月11日(火)
10月25日(火)
1月 4日(水)
2月 1日(水)
2月13日(月)

2

時 間
午後1時30分～4時
午前10時15分～正午
午後1時30分～4時
午前10時15分～午後0時15分
午後1時30分～4時
午後1時30分～4時
午前10時15分～午後0時45分
午後2時～4時
午後2時～4時
午前10時15分～午後0時15分
午後1時30分～4時
午前10時15分～正午
午後1時15分～4時
午前10時15分～午後0時15分
午後1時30分～4時

場 所
児童福祉センター
沓掛小学校
猿島庁舎
ヨークベニマル坂東店
児童福祉センター
ヨークベニマル坂東店
ホスピタル坂東
ヨークベニマル坂東店
児童福祉センター
ヨークベニマル坂東店
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坂東市国民健康保険・後期高齢者医療制度では、生活習慣病の早期発見・
予防のため、特定健康診査の項目を含んだ人間ドックと併診ドック(人間ドッ
ク＋脳ドック)の補助事業を実施しています。
■対 象 者
次の①②のいずれにも該当する方
【国民健康保険の方】
①平成28年度中に40歳になる方から受診
当日74歳の方まで
②国民健康保険税に未納がない世帯の方
【後期高齢者医療制度の方】
①受診当日に坂東市の後期高齢者医療制
度の資格を有する方
②後期高齢者医療保険料に未納がない方
※人間ドックの検査項目には、特定健康診
査の項目も含まれているため、国民健康
保険の特定健康診査(市の健診等)と重
複して受診することはできません。
※併診ドックは隔年の補助となります。
■受診期限

平成29年2月28日(火)まで

■検査項目
身体計測、尿検査、血液検査、循環器検
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
診ドックのみ）
■申込方法
1.予約
希望する健診機関（下表）に直接予約を
してください。その際、必ず「坂東市国民
健康保険または後期高齢者医療制度の補助
を利用すること」を伝えてください。
2.補助申請
「被保険者証」と「印鑑」をお持ちのう
え、保険年金課または窓口センター(猿島
庁舎)までお越しください。
3.決定通知書の提出・支払

■補助金額

人間ドック 20,000円
市が交付する「決定通知書」と「被保険
併診ドック 30,000円
者証」を当日健診機関に提出してください。
※健診機関により自己負担額が異なります。 健診機関の窓口で、健診料金から補助金額
■問 合 せ 保険年金課
を引いた額をお支払いください。
岩井仮設庁舎／内線1735
※受診後の補助申請はできません。
健 診 機 関 名
電 話 番 号
ホスピタル坂東
0297-44-2000
木根淵外科胃腸科病院 0297-35-3131
茨城西南医療センター
0280-87-6635
病院（国保のみ）
総合守谷第一病院
0297-45-9912
守谷慶友病院
0297-45-3311
きぬ医師会病院
0297-23-1771
取手医師会病院
0297-71-9500
※木根淵外科胃腸科病院は人間ドックのみ

健 診 機 関 名
電 話 番 号
つくば総合健診センター 029-856-3500
筑波学園病院
029-836-1983
つくばトータルヘルス
029-864-3588
プラザ（国保のみ）
古河赤十字病院
0280-23-7070
友愛記念病院
0280-97-3400
小張総合病院（国保のみ） 04-7124-7427
キッコーマン総合病院 04-7123-5910
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5岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-0111
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。

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
申込期限 4月28日(木)まで
4月から莚打コミュニティ
センター「芽吹の郷」と七
郷コミュニティセンター「み
どりのさと」の指定管理者
である管理運営委員会の代
表者が変わりました。
利用する際には、事前に
下記までお申し込みくださ
い。
▼莚打コミュニティセンター
「芽吹の郷」
管理運営委員会
委員長 栗原己三久
5 0297-38-2362
▼七郷コミュニティセンター
「みどりのさと」
管理運営委員会
委員長 茂呂忠男
5 0297-38-2033
問合せ 岩井公民館
5 0297-35-8800

申込・問合せ 管財課
岩井第二分庁舎／内線1243

日常生活の中で気づいた
「利根川 」「鬼怒川」に関
する情報をお知らせいただ
く、河川愛護モニターを募

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。
問合せ

4

秘書広聴課スピード対応室
岩井附属庁舎（内線4226）

市民相談室
〈岩井附属庁舎〉
時 間
午前10時～午後3時
11日(月)
4月
5月
9日(月)
6月
6日(月)
7月
11日(月)
8月
8日(月)
相談日
9月
12日(月)
10月
11日(火)
11月
14日(月)
12月
12日(月)
1月
10日(火)
2月
13日(月)
3月
13日(月)
場

平成28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

集します。
モニター期間
平成28年7月1日～
平成30年6月30日まで
応募資格
利根川、鬼怒川付近にお
住まいの20歳以上の方
手 当 支給予定
応募期限 5月6日(金)まで
申込・問合せ
国土交通省
利根川上流河川事務所
目吹出張所
5 04-7122-3014

所

猿島公民館
午後1時～4時
－
23日(月)
－
25日(月)
－
26日(月)
－
28日(月)
－
23日(月)
－
27日(月)
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平成28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。
縦覧期限 5月2日(月)まで
〈土曜･日曜を除く
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〉
費 用 無料
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。
問合せ 課税課
岩井仮設庁舎／内線1755

等を入力することで、自宅
や外出先からいつでも利用
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
手数料 1件につき324円
問合せ 茨城県税務課

受講料 無料
※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)
申込開始 4月11日(月)～
申込・問合せ
生涯学習課
〈猿島公民館内〉
5 0297-44-3154／
0280-88-0835

5 029-301-2418

講座やイベント

うたい

しょさ

謡 や所作に触れること

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
パソコンやスマートフォ
市内在住･在学･在勤の方
ンから「Yahoo!公金支払い」
講 師 梅村昌功先生
のポータルサイトへ接続
（下掛宝生流能楽師）
し、クレジットカード情報

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12日～6月2日の
毎週木曜日〈計4回〉
午後4時30分～5時30分
ところ
馬立コミュニティセンター
ふれあい館
対象者
市内在住・在学の小学
4年生以下の方
参加費 2,500円
募集人数 10人（先着順）
持参品
運動できる服装で、上履
きは必ず持参。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(木)・22日(金)
※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
5 080-5193-4201

5

お知らせ版 平成28年4月7日号

ソフトテニスをはじめて
みませんか。経験者の方は
レベルアップにもおすすめ
です。
と き
▼初心者向け
5月13日～7月22日の
毎週金曜日〈計10回〉
午後7時30分～9時
▼経験者向け
5月14日～7月23日の
毎週土曜日〈計10回〉
午前9時～11時
ところ 岩井テニスコート

5岩井庁舎・猿島庁舎共通：0297-35-2121／0280-88-0111
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。

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
募集人数 各20人(先着順)
申込期間
4月13日(水)～22日(金)
申込・問合せ
坂東市ソフトテニス連盟
野本／ 5 090-1467-4703

▼勅使河原和風会いけ花展
テーマは「夢 」。風流愛
花の自然姿尊重。作者の夢
をいけ花で表現します。
と き
4月24日(日)～30日(土)
午前9時～午後5時
※24日は午後1時から、30日
は午後4時まで〈25日休館〉
主 催 勅使河原和風会
問合せ 木村
5 0297-34-2763

夏休み海外派遣（小３～高３対象）参加者募集
ひとりで参加する方が7割以上、はじめて海外に行く方もたくさんいます。事前研修会
では仲間づくりから丁寧に指導しますので、安心してご参加ください。
事業名

対象

期間

参加費（予定)

オーストラリア：はじめてのホームステイ＆
小3～中1 7月22日～7月29日 39.8～40.6万円
動物ふれあい体験
カナダ：英語研修＆ボランティア体験＆
中2～高3 7月24日～8月10日
65.8万円
ホームステイ
サイパン：南の島体験ホームステイ
フィジー：無人島(基地作り)＆ホームステイ
オーストラリア：スクール体験＆ホームステイ
イギリス：英語研修＆ホームステイ

小3～中3
小3～高3
中2～高3
中2～高3

7月26日～8月 2日 25.8～27.2万円
7月26日～8月 3日 39.8～41.8万円
7月26日～8月12日
55.8万円
7月26日～8月12日
68.8万円

シンガポール：スクール体験＆ホームステイ 中2～高3 7月28日～8月14日

38.8万円

モンゴル：サマーキャンプ＆
小3～高3 7月29日～8月 7日
遊牧民生活文化体験

要問合

フィリピン：プライベート英語研修＆
高1～高3 7月29日～8月 7日
ドミトリーステイ
オーストラリア：生活文化体験＆ホームステイ 中2～高3 7月29日～8月 9日

38.5万円
49.8万円

申込期限 5月26日(木)または6月9日(木)まで ※事業により異なります。
申込・問合せ・資料請求 (公財)国際青少年研修協会（503-6417-9721）
その他 市から助成金が交付されます(交付条件あり)。助成金については、生涯学習課
〈猿島公民館内〉50297-44-3154／0280-88-0835 までお問い合わせください。
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①岩井地域にお住まいの
60歳以上の方が対象
と き 5月11日(水)
午前9時～
ところ 八坂運動公園
申込期限 4月20日(水)まで
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会
本所 5 0297-35-4811
②猿島地域にお住まいの
60歳以上の方が対象
と き 5月18日(水)
午前9時～
ところ 逆井城跡公園
申込期限 4月27日(水)まで
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会
支所 5 0297-44-2943
0280-88-1000
【 ①②共通事項 】
種 目
ゲートボール､グラウン
ドゴルフ､ペタンク､輪投げ
参加費 1人 300円

教 室 名

と

き

申込・問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉
5 0297-35-1711

5月23日(月)
〈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
参加費 1,500円
※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17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)。申込書は岩井公民
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。

開 催 日

さるぼぼ作り 5月 7日(土) 午前9時30分～午後0時30分
スラッシュ
5月10日(火)・17日(火)〈全2回〉
キルト
午前10時～午後3時
5月11日(水) 午後1時30分～3時30分
とんぼ玉
5月18日(水) 午後1時30分～3時30分
5月21日(土) 午後1時30分～3時30分
5月12日(木) 午前9時30分～午後3時30分
布ぞうり

小学1年生以上、男女問
わず親子でも参加できま
す。自然のなかで遊びを通
して「自分のことは自分で
する」と「友達との交流」
を体験します。
と き 4月24日(日)
午前10時～11時30分
ところ 岩井公民館研修室2
問合せ
ボーイスカウト坂東第1団
木村 5 0297-35-5913
大滝 5 090-2558-9701
真中 5 090-3097-9853

募集人数 材料費
10人
10人
10人
10人
10人
10人

申込開始

500円
1,500円 4月15日(金)
午前9時から
1,000円
電話受付
1,000円
〈先着順〉
1,000円
400円

参加資格 坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方
開催場所･申込･問合せ さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ(50297-20-9980)
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■坂東市秘書広聴課■

神大実分館生涯学習講座 受講生を募集します！
【申込期限】4月26日(火)まで 午前9時～午後9時
【受講資格】市内在住・在勤の方
【受講料】無料（教材費等は自己負担）
【申込・問合せ】神大実分館（50297-30-1800） ※月曜休館
◎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。
講 座 名
神田ばやし
〈10回〉
パソコン教室
〈10回〉
ヨガ教室
〈10回〉
３Ｂ体操
〈8回〉
健康体操
〈10回〉
エコクラフト
〈10回〉
生け花教室
〈10回〉
カラオケ演歌教室
〈10回〉
自然観察と長寿
〈6回〉
大正琴教室
〈10回〉
パッチワークキルト
〈10回〉
手編み教室
〈10回〉
お菓子つくり教室
〈8回〉
太極拳教室
〈10回〉
フォークダンス教室
〈8回〉

実施
期間
5月21日
～10月
5月26日
～8月
5月27日
～7月
6月1日
～10月
6月1日
～10月
6月2日
～11月
6月3日
～10月
6月4日
～10月
6月5日
～11月
6月7日
～12月
6月7日
～12月
6月7日
～12月
6月8日
～1月
6月11日
～11月
6月12日
～10月

曜

日

毎月
第1･3土曜日
毎週木曜日
毎週金曜日
毎月
第1･3水曜日
毎月
第1･3水曜日
毎月
第1･3木曜日
毎月
第1･3金曜日
毎月
第1･3土曜日
毎月
第1日曜日
毎月
第1･3火曜日
毎月
第1･3火曜日
毎月
第1･3火曜日
毎月
第2水曜日
毎月
第2･4土曜日
毎月
第2･4日曜日

6月14日 毎月
ひよこクラブ
〈7回〉 ～12月 第2火曜日
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備 考
（※は初回のみ徴収）
午前10時
小学生以上対象
20人 倉持敏夫
～正午
大人大歓迎
午後3時30分
菅沼育子 WindowsXP以上のパソコン
15人
～5時30分
佐藤茂樹 持参 ※資料代1,500円
午後3時30分
堀江
マット持参
15人
～5時
シャーリ美子 動きやすい服装で参加
午後1時30分
15人 高見恵子 動きやすい服装で参加
～3時30分
午後4時
15人 染谷典子 動きやすい服装で参加
～5時30分
午前9時30分
洗濯ばさみ､はさみ､ボンド
15人 鶴見篤子
～11時30分
等持参 ※教材費1,000円
午前9時30分
花代 毎回1,000円
～11時30分 15人 木村宝節 花器、剣山、はさみ持参
午後1時
20人 倉持鶴舟 ※教材費500円
～4時
午前9時30分
市外学習(バス)2回開催
20人 的場伸一
～11時30分
市内学習は現地集合･解散
午前9時30分
15人 飯山静煌 ※教材費3,000円
～11時30分
午前9時30分
裁縫道具持参
15人 早川聡子
～11時30分
教材費1作品1,000円程度
午後2時
糸きりばさみ持参
15人 古矢和子
～4時
※毛糸代等1,000円程度
午前9時30分
國島
材料費 毎回1,000円
16人
～正午
久美子
午前9時30分
15人 松崎静江 動きやすい服装で参加
～11時30分
午前9時30分
安仁屋
16人
動きやすい服装で参加
～11時30分
美樹子
井口理恵 ※教材費1,500円
午前10時
15組 伊藤宏子 1歳以上の乳幼児と母親
～正午
木村道子 対象
時

間

募集
講 師
人数 （敬称略）

