申込・問合せ 学校教育課
猿島庁舎／内線2279
優秀な生徒でありながら、
経済的な理由で修学が困難
な方に奨学金を支給します。
出願資格
①平成28年4月1日の1年以
上前から引き続き坂東市
に住んでいる方の子弟で
あること
②人物、学業とも優秀であ
ること
③健康診断の結果、健康状
態が良好であること
④学費の支払いが困難であ
ること
⑤平成28年度に高校または
大学に在学していること
※諸条件が同一の場合、市
内の高校を優先します。
募集人数
高校生 1人
大学生 1人
給付月額
高校生 7,000円
大学生 35,000円
※返済不要
給付期間
平成28年4月から在学す
る学校の正規の期間
出願期限 6月6日(月)まで

5月の最終日曜日はク
リーン坂東の日です。ごみ
の分別方法を、皆さんで一
緒に理解するよい機会で
す。ご家族そろって参加し
ましょう。

と

き

5月29日(日)
午前8時～10時

ところ
道路沿線及び各地区のご
み集積所
※雨天延期の場合は、6月
5日(日)に実施します。
開始時間を変更する場合
は、各地区で協議のうえ、
午前11時までに終了する
ようにお願いします。
問合せ 生活環境課
岩井第三分庁舎／内線1453

「クールビズ」推進中！
市では5月1日から服装の軽装化（ノーネクタイ･ノー上着）
による省エネルギー運動を推進しています 。皆さんのご理解･ご協力をお願いします 。 1
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坂東市農業委員会では、
全国統一の活動として、農
地パトロール（農地利用状
況調査）を実施します。
農地パトロールは、遊休
農地の把握と発生防止、農
地の無断転用防止を図り、
農地の確保と有効利用を目
的として実施します。調査
のため、農地に立ち入るこ
とがありますので、あらか
じめご了承ください。
実施日
▽5月17日(火)・18日(水)
19日(木)・20日(金)
▽6月20日(月)・21日(火)
22日(水)・23日(木)
▽7月21日(木)・22日(金)
25日(月)・26日(火)
実施場所 市内全域
問合せ 農業委員会事務局
猿島庁舎／内線2231

自動車税は、毎年4月1日
現在の自動車の所有者また
は使用者の方に課税されま
す。納税通知書が届きまし
たら 、納期限の5月31日(火)
までに納めましょう。金融
機関・郵便局のほかコンビ
ニ・ヤフーサイトからクレ
ジット納税もできます。
なお、身体に障がいのあ
る方で、一定の要件を満た
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す場合、申請により自動車
税が減免されます。受付期
限は5月31日(火)までです 。
問合せ
筑西県税事務所収税第一課
5 0296-24-9190

花づくり、花壇づくりを
通して美しい景観、良好な
環境づくりを進めている学
校や団体の皆さん、ぜひご
応募ください。
応募対象
●学校の部
市内の学校や幼稚園、保
育園で育成し管理している
花壇で、校庭・校舎・周辺
を花で飾り、周辺環境の向
上に努めているもの
●団体・職場の部
市内の各種団体(ＰＴＡ 、
母の会、子ども会を含む)、会
社等で育成し管理している
花壇で、一般の方が自由に
観賞できる街路･広場等の共
有空間を花で飾り、周辺環
境の向上に努めているもの
応募期間
5月11日(水)～27日(金)
応募方法
応募用紙に必要事項を記
入のうえ、持参または郵送
で生涯学習課へご応募くだ
さい。
※応募用紙は、岩井公民館、
猿島公民館にあります。

市ホームページからもダ
ウンロードできます。
審査方法
6月 下旬に現地で審査を
行います。
審査結果
7月 下旬に代表者の方に
通知します。優秀な花壇は
県主催の「花と緑の環境美
化コンクール」に推薦しま
す。
応募・問合せ
〒306-0595 坂東市山2730
坂東市教育委員会
生涯学習課
〈猿島公民館内〉
5 0297-44-3154／
0280-88-0835

女性・若者、地域活動団
体を応援するため、その活
動を支援する助成金を交付
します。
①女性・若者企画提案
チャレンジ支援事業
募集団体 40団体
助成額 1件あたり10万円
（最大30万円）
②大好きいばらき
地方創生応援事業
募集団体 100団体
助成額 1件あたり10万円
（最大30万円）
【 ① ② 共 通 】
申込期限 6月10日(金)まで
申込・問合せ
大好きいばらき県民会議
5 029-224-8120
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に応じます。
ご本人はもちろんのこ
と、ご家族の方もご利用い
心の病について相談した
ただけます。プライバシー
い、対人関係で悩んでいる、 の保護、秘密は厳守します。
生活リズムを整えたい、部
と き
屋の掃除や洗濯がうまくい
6月4日(土)・18日(土)
かない、福祉サービスにつ
午後2時～4時
いて知りたい、働きたいけ
（1人あたり30分前後）
ど何から始めたら良いかわ
ところ
からないなど、お気軽にご
地域活動支援センター煌
相談ください。精神保健福
（きらめき）相談室
祉士や専門相談員がご相談
〈坂東市沓掛411-1〉

相談料 無料
申込方法
予約制ですので、相談日
前日の午前10時までにお申
し込みください。
申込・問合せ
地域活動支援センター煌
5 0297-30-3071

ＮＨＫ水戸放送局では、平日、お昼前（午前11時40分～正午）、夕方（午後6時10
分～7時 ）、夜（午後8時45分～9時）など、ＮＨＫ総合テレビの関東広域放送とは別
の内容で、茨城県内のきめ細やかな情報を放送しています。
昨年9月の豪雨災害の際には、詳細な災害状況やライフライン情報などを県民の
皆さん向けに、放送画面に文字情報を付加してお伝えしました。
坂東市では、筑波中継局または筑西中継局の電波が受信できます。ぜひアンテナ
を追加設置してＮＨＫ茨城県域放送をご覧ください。
アンテナ工事については、最寄りの電器店または量販店にご相談ください。
受信方法に関する問合せ
ＮＨＫふれあいセンター受信相談窓口
50570-00-3434
※つながらない場合は、
5050-3786-5005までお願いします。
●受信アンテナの例
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平成２８年度
相談名

相談内容

日

時

各種相談業務案内
場

所

毎月第２月曜日
（ 6月は第1月曜日 ） 岩井附属庁舎
無料

法律相談に

法律相談 関すること

10:00～15:00

市民相談室

※祝日の時は翌日

相談員

〔問合せ〕

弁護士
スピード対応室
市民相談員

岩井附属庁舎／
内線4224、4226

奇数月第４月曜日
13:00～16:00

担当課など

※事前予約が必要

猿島公民館会議室 弁護士

※祝日の時は翌日
毎週
一般

日常生活の

市民相談 困りごと

スピード対応室

月 ･ 火 ･ 水 ･ 金 曜 日 岩井附属庁舎
9:00～12:00

市民相談室

市民相談員

13:00～16:00
偶数月第２木曜日
行政相談

行政に関する
相談

（ 8月は第3木曜日 ）
13:00～15:00
奇数月第２木曜日
13:00～15:00

結婚相談

結婚に関する
登録･相談

毎週月・水曜日
毎月第３日曜日
9:00～15:00

岩井附属庁舎／
内線4224、4226
※電話相談も可能

岩井附属庁舎
市民相談室

行政相談
委員

猿島公民館研修室
結婚相談員
岩井附属庁舎
結婚相談室

結婚相談
推進員

スピード対応室
岩井附属庁舎／
内線4224、4226
秘書広聴課
岩井仮設庁舎／
内線1222
※事前予約が必要
市民協働課

女性相談

女性が抱える 毎月第２火曜日

岩井公民館

悩みの相談

２階 女性センター

10:00～15:00

女性相談員

岩井臨時庁舎／
内線3252
※事前予約が必要

消費生活 消費生活に
関する相談
相談

毎週月～金曜日
9:00～12:00
13:00～16:00

市消費生活センター
〈 岩井臨時庁舎･
商工振興課内〉

消費生活
相談員

市消費生活センター
5 0297-36-2035
※電話相談も可能

いばらき就職支援
就職･
求職者の
中心市街地活性化 就職支援
センター
センター職員 5 0296-22-0163
求人相談 就職相談
センター
※事前予約も可能
毎月第１金曜日
①児童福祉センター
人権に関する 13:30～15:30
②猿島福祉センター 人権擁護
社会福祉課
人権相談
相談
(6･12月は特設相談
相談室
委員 猿島庁舎／内線2220
のため要問合せ ） （交互に開催）
毎月第３金曜日
10:00～12:00
13:00～15:00

次ページへ続く
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平成２８年度
相談名

相談内容
児童の養育

児童相談 に関する
悩み事
こころの
健康相談

こころの病
でお困りの
とき
児童･生徒の

教育相談 教育等に

日

時

各種相談業務案内
場

所

毎週月～金曜日

猿島庁舎

9:00～16:00

子育て支援課

相談員

家庭相談員

毎月１回（ 木曜日 ）
14:00～16:00
(実施日は

担当課など
〔問合せ〕
子育て支援課
猿島庁舎／内線2215
健康づくり推進課

岩井保健センター

精神科医師

5 0297-35-3121
※事前予約が 必要

要問合せ)
毎週火～土曜日

岩井公民館

9:00～16:00

２階 相談室

指導課
教育相談員

猿島庁舎／内線2272
内線2273

関する相談
毎 月 第 1 ･ 3 火 曜 日 岩井福祉センター
心配ごと 心配ごと

13:30～16:00

相談

毎 月 第 2 ･ 4 火 曜 日 猿島福祉センター

全般

13:30～16:00
法テラス

法的トラブル
での困りごと

交通事故 交通事故に
相談
関する相談

子ども

お子さんが

救急電話 急な病気で
相談

心配なとき

休日や夜間
救急医療 に救急医療
情報
機関を探す
とき

｢夢積館｣ 相談室

坂東市社会福祉協議会

心配ごと
相談員

0280-88-1000
専門の

9:00～21:00(土曜 法テラス

毎週
県西県民センター
月･火･水･金曜日
専門の
県西地方交通事故
9:00～12:00
相談員
相談所〈筑西市〉
13:00～16:45

日曜･祝日
8:00～翌朝8:00

法テラス

オペレーター 5 0570-078374

日は17:00まで)

18:30～翌朝8:00

支所 5 0297-44-2943

｢ほほえみ｣ 相談室

毎週月～土曜日

毎週月～土曜日

本所 5 0297-35-4811

プッシュ回線の固定
電話･携帯電話から
局番なしの｢＃8000｣

専門の
オペレーター

県西地方交通事故
相談所
5 0296-24-9112
※その他の
電話の場合は
5 029-254-9900

救急医療情報コン
毎 日（年中無休）
専門の
※歯科の案内は
トロールセンター
24時間対応
オペレーター
行っていません。
「5029-241-4199」

◎祝日や日程上の都合などにより、相談日時は変更となる場合がありますので、事前に確
認するようにしてください。

一人で悩まずに
お気軽に相談してくださいね！
5
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講座やイベント

腰痛・膝痛予防と認知症
予防をテーマに開催します。
自分の体の状態を知ること
は、怪我や病気を予防する
うえで重要だといわれてい
ます。筋力や体の硬さ、記
憶力などをチェックし、予
防についてご紹介します。
所要時間は20分程度です。
興味のある方、体の状態が
気になる方、お気軽にお立
ち寄りください。
①腰痛・膝痛予防
と き 6月9日(木)
午前10時～正午
内 容
関節の機能や筋力のテス
ト、腰痛・膝痛予防につい
ての紹介、腰や膝について
の相談
②認知症予防
と き 6月23日(木)
午前10時～正午
内 容
記憶力・動きに合わせた
認知力の検査、認知症の予
防方法について紹介、認知
機能についての相談
【 ① ② 共 通 】
ところ
茨城西南医療センター病院
B棟1階会議室
申込方法
当日会場にて受付（最終
受付は午前11時30分まで）
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問合せ
茨城西南医療センター病院
リハビリテーション部
菅井・関口
5 0280-87-8111

と

き 5月22日(日)
午後2時15分～4時30分
ところ
つくばサイエンスインフォ
メーションセンター
〈つくば市吾妻1-10-1〉
内 容
「歯科でも治せる！
睡眠時無呼吸症候群 」
講師:東京医科大学茨城医療
センター歯科口腔外科
教授 松尾朗先生
入場料 無料
申込・問合せ
(一社)茨城県保険医協会
5 029-823-7930

対象者
ひとり親家庭となってお
おむね7年以内で、全日程
出席でき、今後就労を希望
する方
※託児(2歳以上)あり。
と き
6月19日～12月4日の日曜日
〈20日間〉

ところ
茨城県母子寡婦福祉連合会
母子・父子福祉センター
〈水戸市八幡町11-52〉
受講料 6,000円
※ボランティア行事保険料
が別途かかります。
※所得に応じ、交通費の一
部が支給されます。
募集人数 22人
申込期限 6月3日(金)まで
申込・問合せ
茨城県母子寡婦福祉連合会
母子・父子福祉センター
5 029-221-8497

建設職人の組合である猿
島土建では、無料で住宅相
談（新築･リフォーム･耐震
など ）、包丁とぎ、まな板
削りなどを行う「住宅デー」
を開催します。経験豊富な
職人がご相談にのりますの
で、ぜひご来場ください。
会場では模擬店や福祉募
金の受付（社会福祉協議会
へ寄附）も行います。
と き 6月12日(日)
午前10時～午後3時
ところ
倉持総合建設事務所
駐車場
〈坂東市沓掛3971-3〉
後 援
国土交通省、坂東市ほか
問合せ
猿島土建一般労働組合
5 0280-23-4773
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と

◆ISO9001・ISO14001・
FSSC22000講座
①基礎講座
と き (それぞれ各1日間)
9001:6月 1日(水)･ 3日(金)
14001:6月15日(水)
22000:7月14日(木)･24日(月)
各日午前10時～午後5時
受講料 12,000円
定 員 24人（先着順）
②内部監査員養成講座
と き (それぞれ各2日間)
9001:6月 6日(月)･ 7日(水)
6月13日(月)･14日(火)
14001:6月20日(月)･21日(火)
7月 1日(金)･ 2日(土)
22000:7月19日(火)･20日(水)
各日午前9時～午後5時
受講料 18,000円
定 員 20人（先着順）
◆ISO9001･14001規格改訂
解説・対応セミナー講座

教 室 名

き (それぞれ各1日間)
9001:7月11日(月)･22日(金)
14001:7月13日(水)･25日(月)
各日午前10時～午後5時
受講料 8,000円
定 員 20人（先着順）
◆エコアクション21講座
①無料説明会
と き 7月23日(土)
午後2時～4時
定 員 16人（先着順）
②実務講座
と き 7月30日(土)
午前9時～午後5時
受講料 11,000円
定 員 20人（先着順）
◆ISO27001基礎講座
と き 7月28日(木)
午前10時～午後5時
受講料 12,000円
定 員 24人（先着順）
◆ISO/TS16949基礎講座
と き 7月30日(土)
午前10時～午後5時
受講料 12,000円

開 催 日

さるぼぼ作り 6月 1日(水) 午前9時30分～午後0時30分
スラッシュ

定

員 24人（先着順）
【 共 通 事 項 】
ところ・申込・問合せ
野田地域職業訓練センター
〈さわやかワークのだ〉
5 04-7121-1184

と

き
6月30日(木)･7月1日(金)
午前10時～午後4時50分
ところ
古河市生涯学習センター
総和（とねミドリ館）
〈古河市前林1953-1〉
テキスト代 4,650円
募集人数 120人（ 先着順 ）
申込期間
6月1日(水)～24日(金)
※印鑑をご持参ください。
申込・問合せ
坂東消防署予防係
5 0297-35-2129

募集人数 材料費
10人

申込開始

500円

キルト

6月 2日(木)・9日(木)〈全2回〉
午前10時～午後3時

10人

布ぞうり

6月 7日(火) 午前9時30分～午後3時30分

10人

6月 8日(水) 午後1時30分～3時30分

10人

1,500円 5月16日(月)
午前9時から
400円
電話受付
1,000円

6月15日(水) 午後1時30分～3時30分
6月18日(土) 午後1時30分～3時30分

10人

1,000円

10人

1,000円

とんぼ玉

〈先着順〉

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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募集人数
申込日時
①大人の水泳教室
と き
5月19日～7月21日の
木曜日 午後6時15分～
対象者 高校生以上の方
募集人数 30人（先着順）
申込日時 5月8日(日)
午前9時～
②小学生水泳教室
と き
5月21日～7月23日の
土曜日 午前10時～
対象者 小学生の方
募集人数 30人（先着順）
申込日時 5月15日(日)
午前10時～

③幼児水泳教室
と き
▽5月21日～6月18日の
土曜日 午前11時～
▽6月25日～7月23日の
土曜日 午前11時～
対象者
講座開始日に4～6歳の方

8

各10人（ 先着順 ）
5月15日(日)
午前11時～

④エアロビクス
と き
5月20日～7月22日の
金曜日 午後6時45分～
対象者 高校生以上の方
募集人数 20人（先着順）
申込日時 5月8日(日)
午前11時～
⑤ピラティス
と き
5月21日～
7月23日の
土曜日
午前10時～
対象者
高校生以上の方
募集人数 25人（先着順）
申込日時 5月8日(日)
午前10時～
【 ①～⑤ 共 通 】
受講料
①～③はプール入場料の
み、④⑤は無料
ところ・問合せ
猿島コミュニティセンター
〈境町長井戸1732〉
5 0280-87-7223

■坂東市秘書広聴課■

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
6月4日・11日・25日、
7月2日の土曜日〈 計4回 〉
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
参加費 2,500円
募集人数 20人（先着順）
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
5月20日(金)・21(土)
※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
5 090-4939-5515

