と

き 7月22日(日）
午前8時30分～正午
午後1時～5時
ところ 市民サービス課
さしま窓口センター
必要なもの
○登録する印鑑
○本人確認のための運転免
許証、パスポート、その
他官公署が発行した写真
付きの身分証明書
※身分証明書がない場合は

保証人による登録も可能で
す。保証人になる方は、坂
東市に登録してある実印、
印鑑登録証、身分証明書を
お持ちのうえ登録者ととも
に来庁してください。
◆自動交付機について
自動交付機で発行できる証
明書は「住民票謄抄本｣｢印鑑
登録証明｣｢課税証明｣｢非課税
証明｣｢所得証明｣です。
利用には4ケタの暗証番号
が必要となり、登録は本人以
外できません。写真付きの身
分証明書がない方は、申請後

に確認のための照会文書を郵
送します。郵送された照会文
書に必要事項を記入して本人
が持参すると暗証番号が登録
できます。
☆旧｢印鑑登録証｣も当分の
間、窓口で使用できます。
旧｢いわい市民カード｣は
従来どおり使用できます。
問合せ 市民サービス課
5 0297-21-2186
 ばんどう
市民カード
（印鑑登録証）

道路舗装修繕工事のため、辺田地区 国道354号が夜間片側交互通行となります。規
制区間(国道354号)から各地区への出入りが困難になる場合があります。
また、夜間工事のため騒音・振動など近
隣の皆さんには大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
と

き

7月23日(月)～8月10日(金)予定

と こ ろ

国道354号

辺田（右図参照）

規制内容

夜間片側交互通行
（午後9時～午前5時）

問 合 せ

境工事事務所 道路管理課
50280-87-0458

7月16日(月)〈 海の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日となっている地区に限り 、
通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境 課 5 0297-21-2189
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

更新には申請が必要です
限度額適用認定証の有効期
限は、7月末日です。8月以降
も認定証が必要な方は、保険
年金課またはさしま窓口セン
ターで更新手続きをお願いし
ます。
申請に必要なもの
○被保険者証
○世帯主の認印
○来庁者の本人確認ができる
もの(運転免許証、パスポ
ート等）
○世帯主と被保険者の個人番
号カードまたは通知カード
※別世帯の方が申請される場
合は、世帯主からの委任状
が必要となります。
問合せ 保険年金課
50297-21-2187

申請できる方
在宅のねたきり高齢者等・
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
※申請書は、地区民生委員
が7月下旬に配布します 。
①昭和28年6月1日以前に生
まれた方（65歳以上）
②平成30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29年12月1日
以前から）次の状態にあ
り、今後もその状態が継
続すると認められる方
【被介護者の状態】
● ねたきり高齢者等

常時ねたきりまたは日
常生活の大半において介
護が必要な方
● 認知症高齢者

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、8月に送付される納税通
知書同封の申込用ハガキで簡
単にできます(ゆうちょ銀行
を除く)。ゆうちょ銀行での
口座振替を希望する方は、お
問い合わせください。
問合せ
筑西県税事務所総務課
50296-24-9184
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認知症の症状により、
日常生活の大半において
介護が必要な方
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
支給金額 20,000円
申請期限 9月28日(金)まで
申請・問合せ
介護福祉課
5 0297-21-2193

■生ごみはギュッと
「水切り」を！
家庭から出る燃えるごみの
約4割を占める生ごみは、そ
のまま捨てると水分を多く含
むため、とても重くなってし
まいます。ごみの重量が増え
ると、ごみ焼却効率や収集車
の燃費などを低下させ、環境
にも負荷がかかります。
各家庭で捨てる前に、ひと
しぼりの「水切り」を行い、
ごみの減量化や悪臭・腐敗の
防止につなげましょう。
■生ごみ処理の補助制度を
ご利用ください
ごみ減量と資源の有効活用
を図るため、生ごみ処理容器
または電気式生ごみ処理機を
購入し、生ごみの自家処理を
行う方に補助金を交付してい
ます。詳細についてはお問い
合わせください。
補助金額
●生ごみ処理容器
（電気を使わないもの）
・1台につき購入価格の1/2以
内で最高1,500円まで
（100円未満切り捨て）
・1世帯につき2台まで
●電気式生ごみ処理機
（電気を使うもの）
・1台につき購入価格の1/2以
内で最高25,000円まで
（1,000円未満切り捨て）
・1世帯につき1台まで
問合せ 生活環境課
50297-21-2189
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募集区画 10区画等
※申込多数の場合は抽選と
なります。
申込資格
申込時点で6か月以上坂
東市、境町、五霞町、古河
市に住民登録をし、現在も
お住まいの方で、申込者ま
たは家族が当霊園の使用許
可を受けていない方。申込
者は世帯主とし、１世帯１
区画とします。
必要書類
①墓地使用許可申請書
②住民票謄本の写し
(発行後1か月以内のもの
で、世帯全員、世帯主及
び住定年月日が記載され
ていること)
③印鑑（認印）
申込書配布期間
8月1日(水)～21日(火)
午前8時30分～午後5時

申込期間
8月13日(月)～21日(火)
午前8時30分～午後5時
抽選日 8月26日(日)
午前9時～
申込・問合せ
さしま環境管理事務組合
さしま斎場
5 0280-87-0619

悪質な業者から金銭や甘
い言葉（うまい話）で土地
利用を求められ、安易に同
意してしまった結果、大切
な土地に廃棄物を不法投棄
されたり、質の良くない残
土を埋め立てられる事案が
発生しています。
こうした被害を防ぐため
には、｢うまい話があって
も安易に土地を貸さない｣
という意思を持つことが必

要です。また、遊休地にい
つの間にか不法投棄されて
いたという事例もありま
す。
多くの場合、最終的に土
地所有者が片付けることに
なってしまいます。定期的
な見回り、進入防止柵や不
法投棄禁止の警告掲示板の
設置など、一人ひとりが対
策をとり、不法投棄を未然
に防ぎましょう。
不法投棄・野焼きを
見つけたら
不法投棄１１０番
5０ １ ２ ０ いつもみんなでむらなく み

は

れ

５３６-３８０
休日･夜間は境警察署へ
50280-86-0110
問合せ
● 生活環境課
5 0297-21-2189
● 茨城県廃棄物対策課
5 029-301-3033

皆さんの声をお聴かせください！〔パブリック･コメント〕
市の条例や計画を策定する際 、事前にその案を公表して市民の皆さんの意見を募集し 、
寄せられた意見を考慮しながら最終的な決定を行います。次の案件につきまして、皆さ
んのご意見をお聴かせください。
案 件 名
閲 覧 場 所
閲覧･募集期間
閲 覧 時 間
応 募 資 格

坂東市空家等の適正管理に関する条例（案）
市ホームページ、市役所1階行政情報コーナー、さしま窓口センター、生活環境課
7月9日(月)～8月7日(火)〈郵送の場合、当日消印有効〉
午前8時30分～午後5時15分
坂東市内に在住、在勤または在学の方
(1)ご意見 (2)住所 (3)氏名 (4)電話番号
応 募 方 法 (5)勤務先または学校名とその所在地（市外在住の方のみ）
(1)～(5)を明記し、持参、郵送(はがき･封書等)、FAX、Eメールのいずれかで
応募してください。※記載事項漏れや電話･口頭でのご意見は無効となります。
〒306-0692 坂東市岩井4365 坂東市役所 生活環境課
応募・問合せ
50297-21-2189
0297-20-8025
seikatsu@city.bando.ibaraki.jp
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①自衛隊一般曹候補生
応募資格
平成4年4月2日～平成13
年4月1日に生まれた方
第１次試験
9月21日(金)～23日(日･祝)
のうち指定する1日
第２次試験
10月12日(金)～17日(水)
のうち指定する1日
申込期限 9月7日(金)まで
②航空学生（海上･航空)
応募資格
● 海上
平成8年4月2日～平成13
年4月1日に生まれた方
● 航空
平成10年4月2日～平成13
年4月1日に生まれた方
※ともに高校を卒業または
高専3年次を修了の方(見
込み含む)
第１次試験
9月17日(月･祝)
第２次試験
10月15日(月)～21日(日)
のうち指定する1日
申込期限 9月7日(金)まで
③自衛官候補生(男子･女子）
応募資格
18歳以上27歳未満の方
試験日 受付時に通知
※平成31年3月に高校また
は中等教育学校を卒業予
定 の 方 に つ い て は 、 9月
16日以降に実施します。
◎申し込みは、年間を通じ
て行っています。
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代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

【 共 通 事 項 】
試験場
受付時または受験票交付
時に通知
申込・問合せ
自衛隊筑西地域事務所
5 0296-22-7239

ごみの減量や資源の再利
用を目的に、修理した自転
車を抽選で販売します。
販売対象
坂東市、境町、五霞町、
古河市にお住まいの18歳以
上の方
販売車種
一般自転車、折りたたみ
自転車、子供用自転車など

販売台数

100台程度
（1世帯1台）
販売価格 1台500～3,000円
申込方法
さしまクリーンセンター
寺久リサイクルプラザに来
館し、申込書に必要事項を
記入のうえ、お申し込みく
ださい。
※電話、インターネット、
代理による申し込みはで
きません。
申込期間
8月1日(水)～6日(月)
午前9時～午後4時30分
抽選日 8月9日(木)
午前9時30分～
問合せ
さしまクリーンセンター
寺久リサイクルプラザ
5 0297-20-9980

◆鵠戸沼土地改良区組合員のみなさんへ◆
鵠戸沼土地改良区総代総選挙
投票日は７月３１日(火)です
鵠戸沼土地改良区総代の任期が8月19日で満了とな
るため、総代選挙を行います。
■告示日 7月24日(火）
■投票日 7月31日(火)
■選挙すべき総代の数
第1選挙区（坂東市）39人
第2選挙区（境 町） 8人
■立候補受付日時
7月24日(火)･25日(水) 午前8時30分～午後5時
■立候補受付場所（第1・第2選挙区共通）
市役所3階 総務課
■問合せ ● 鵠戸沼土地改良区
50297-35-0063
● 坂東市選挙管理委員会〈総務課内〉
50297-21-2178
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ところ
茨城西南医療センター病院
A棟2階講堂②
テーマ
花壇づくりによる花いっぱ
｢そうだ！
い運動に継続して取り組んで
転倒を予防しよう｣
いる、またはこれから取り組
もうとしている団体や学校に、 参加費 無料
申込方法 当日会場で受付
費用の支援を行います（書類
問合せ
選考あり）
。
茨城西南医療センター病院
応募方法
リハビリテーション部
応募用紙に必要事項を記入
50280-87-8111
のうえ、チャレンジいばらき
県民運動事務局へ郵送または
メールにてご応募ください。
※応募用紙は、チャレンジい
ばらき県民運動のホームペ
ージからダウンロードでき
坂東いきいき大学の学生が
ます。
対象の講座です。まだ入学し
助成額
ていない方はこの機会に入学
1団体･学校につき5万円以内
し、
講座に参加しませんか。
申込期限 8月24日(金)まで
市内在住の70歳以上の方を対
〈郵送の場合、当日消印有効〉
象とし、入学は無料です。ぜ
問合せ
ひお申し込みください。
● 生涯学習課
と き 7月24日(火)
50297-21-2204
午前10時～午後0時10分
● チャレンジいばらき
ところ 坂東郷土館ミューズ
県民運動事務局
視聴覚ホール
5029-224-8120
内 容
● 講話
｢高齢者のための交通安全｣
講師：境警察署交通課
● アトラクション
おざかた
女方玉三郎歌謡ショー
募集人数 150人 (先 着 順 )
申込・問合せ
講義や運動などを通して、
市民協働課
けがや障がい予防についての
5 0297-21-2183
理解を深めましょう。
※シニアクラブに加入して
と き 7月12日(木）
いる方は、各クラブの会
午前10時～11時
長にお申し込みください。

講座やイベント

と き
7月18日(水)～22日(日)
午前9時～午後5時
ところ
岩井福祉センター夢積館
応募資格
市内在住の60歳以上の方
募集作品
日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真等（1人1点）
申込期限 7月11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

いきいき茨城ゆめ国体・大
会の開・閉会式オープニング
プログラムで、茨城の伝統芸
能や文化活動などを実演する
団体を募集します。
県内に活動拠点があり、県
内での活動実績がある団体で
あることなど、募集要項に記
載されている項目をすべて満
たすことが出演条件です。募
集要項や詳細については、ホ
ームページをご覧ください。
申込期間 8月10日(金)まで
申込・問合せ
茨城県国体・障害者
スポーツ大会局 競技式典課
5029-301-5373
＊ホームページ
「茨城ゆめ国体・大会」で
検索
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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。詳細については、市
または市体育協会ホームペー
ジをご覧ください。
と き 7月28日(土)
午前9時～
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
参加費 １人 2,500円
募集人数 各部30人(先着順)
申込期間 7月17日(火)
午後8時～9時
※留守番電話への申し込みは
無効となります。
申込・問合せ
坂東市テニス連盟
● 小学生の部
直江 50297-35-5418
● 中学生初級者の部
石塚 5090-4939-5515

教 室 名
8月 8日(水)
とんぼ玉

8月15日(水)
8月18日(土)
クラフト
8月 3日(金)
さるぼぼ作り 8月14日(火)

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111
窓口業務時間：午前8時30分～午後5時15分（土曜･日曜･祝日を除く）

長寿の皆さんをお祝いする
敬老会で、一緒に「おもてな
し」しませんか。
と き 9月17日(月･祝)
ところ 総合体育館または
猿島体育館
内 容
敬老会当日の受付や出席者
の介添え等
申込期限 7月31日(火)まで
申込・問合せ
介護福祉課
50297-21-2193

に参加できる方（市内に住所
がなくても参加可）
募集人数 若干名
申込期限 7月17日(火)まで
申込・問合せ
生涯学習課
50297-21-2204

あなたの気持ちに寄り添う
パートナーを探してみません
か。はじめの一歩を踏みだそ
う！
と き 8月12日(日)
午前11時～午後2時30分
ところ 市内飲食店
対象者 45歳以下の独身男女
※男性は市内在住の方または
成人フェスティバル2019は、
将来坂東市に住む予定のあ
平成31年1月13日(日)に市民
る方、女性は地域制限なし。
音楽ホールで開催を予定して
募集人数 男女各10人
います。オリジナルの成人式
（申込多数の場合は抽選）
を企画してみませんか。
参加費 1,500円
対象者
申込期限 7月25日(水)まで
平成10年4月2日～平成11年
申込・問合せ
4月1日に生まれた市内在住･
秘書広聴課
出身の方で、4回程度の会議
50297-20-8265

開 催 日
募集人数 材料費
申込開始
午後1時30分～3時30分
7月17日(火)
午後1時30分～3時30分
各14人 1,000円
午前9時から
午後1時30分～3時30分
電話受付
午前9時30分～午後3時30分
10人 2,000円
〈先着順〉
午前9時30分～午後0時30分
6人
500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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公民館ギャラリー展覧会
ゆかりの会作品展

と き：7月21日（土）午前9時～午後5時
ところ：公民館ギャラリー（岩井公民館１階） ★右ページへ続く

お知らせ版 平成30年7月5日号

夏休みに、給食センターで
料理教室を開催します。つく
る楽しさや食べる大切さを学
んでみませんか。
と き 8月2日(木)
午前9時～正午
対象者
市内の小学3～6年生の方
参加費 無料
持ち物 三角巾、エプロン、
上履き(スリッパ不可)
募集人数 30人(先着順)
申込期間
7月17日(火)～27日(金)
午前8時30分～午後4時
ところ・申込・問合せ
岩井学校給食センター
50297-36-8888

音楽演奏・ダンスなどの様々なパフォーマンスで、
駆け抜けるランナーを勇気づけてくれる団体を募集します。
と
き 11月11日(日) 午前10時～午後1時
と こ ろ 将門マラソンコース（広域農道付近）
対
象
● 音楽系団体（吹奏楽部・和太鼓・歌・合唱等）
● パフォーマンス系団体（ダンス・チアリーディング等）
● 仮装、着ぐるみなどランナーを勇気づけてくれる団体
※10人以上の団体に限ります。
募 集 数 5団体（先着順）
申込方法 総合体育館窓口でお申し込みください。
申込期限 8月31日(金)まで
〈受付は土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後5時〉
問 合 せ 国体・五輪・スポーツ振興課〈総合体育館内〉
50297-35-1711

猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」
教室名

赤ちゃんの誕生について
学んだり、お世話を体験し
てみませんか。
と き 8月9日(木)
午前10時～午後3時
ところ 岩井保健センター
対象者 市内在住の中学生
参加費 無料
持ち物 筆記用具、飲み物
※動きやすい服装でご参加
ください。軽食がでます。
募集人数 15人(先着順)
申込期限 7月31日(火)まで
申込・問合せ
健康づくり推進課
5 0297-35-3121

日

時

定員

作文・ 8月2日(木)
20人
感想文 午前9時～正午
習 字 8月2日(木)
20人
午前10時～正午
①8月8日(水)
各
絵 画 ②8月9日(木)
20人
午前9時～正午

内 容
講 師
作文・感想文
の書き方を学 中村卓哉
先生
ぼう
習字の課題を 染谷曠邨
仕上げよう
先生
（半紙）
ポスターや夏 飯田正二
休みの思い出
先生
を描こう

※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～正午までに分けて開催します。
対 象 者 市内在住の小学生（習字は小学3年生以上）
受 講 料 無料（教材費は個人負担）
申込開始 7月13日(金)～（先着順）
〈受付は休館日を除く午前9時～午後9時〉
◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。
申込･問合せ 猿島公民館 50297-44-3154／0280-88-0835

幼児から大人まで、幅広い年齢層の会員による優美で明るい書作品を展示します。
★左ページから続く 《問合せ》ゆかりの会 倉持 5 090-1432-4394
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■坂東市秘書広聴課■

抽選となります。定員に達し
ない場合は、随時募集します。
海の日恒例、第14回フラ
と き 9月3日(月)
ところ・申込・問合せ
フェスティバルを開催します。
〈雨天決行〉
猿島コミュニティセンター
ところ
〈境町長井戸1732〉
アロハの風に乗ってハワイの
大利根カントリークラブ
50280-87-7223
気分をお楽しみください。
参加資格 市内在住の方
と き 7月16日(月･祝)
参加費 2,000円
午後2時開演
※プレー費12,000円は、当日
ところ 市民音楽ホール
ゴルフ場フロントで精算。
入場料 無料
（昼食代･パーティー代を含
問合せ
親子で世界に一つだけの作
む）
フラフレンズ坂東
品を作りませんか。
募集人数 240人(先着順)
張谷 5090-2490-8925
と き
申込方法
● Ａコース
7月29日(日)午前9時から、
7月21日(土)･8月17日(金)
申込書に参加費を添えて岩井
● Ｂコース
公民館研修室①でお申し込み
7月31日(火)･8月17日(金)
ください(1人につき4人分ま
※7月21日･31日は午前9時～
と き
で可)。申込書は総合体育館、
午後1時、8月17日は午前9時
8月3日～10月5日
猿島公民館、市内ゴルフ練習
～11時30分です。
毎週金曜日
場にあります。
ところ
午後6時15分～7時15分
※電話での申し込み不可。キ
岩井福祉センター夢積館
対象者
ャンセルの場合、参加費の
対象者
坂東市･境町･古河市･五霞町
返金はいたしません。
市内在住の小・中学生と保
在住･在勤の高校生以上の方
◎組合せは主催者が行います
護者の方
受講料 無料
ので、後日組合せ表を郵送
講 師 市陶芸教室会員
募集人数 20人
します。
参加費 1人 1,000円
申込方法
申込・問合せ
募集人数 各15組(先着順)
7月13日(金)午後6時15分か
国体･五輪･スポーツ振興課
申込期限 7月17日(火)まで
ら、直接窓口でお申し込みく
〈総合体育館内〉
申込・問合せ
ださい(電話での受付不可)。
50297-35-1711
坂東市社会福祉協議会
受付は開始時刻から10分間と
本所 50297-35-4811
し、募集人数を超えた場合は
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ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)

