
生涯学習・スポーツ・施設

問 生涯学習課 ☎0297-21-2204
　生涯学習の普及・振興を図り、市民および地域の交流を深
めながら、心の豊かさや文化の香りに満ちたまちづくりを推
進しています。

■ 生涯学習事業
　学習内容の充実と環境整備に努め、生涯学習社会の形成に
向けての普及・振興を図っています。
・成人教育
・家庭教育
・講師登録の推進
・生涯学習啓発イベント
・生涯学習情報提供

■ 青少年育成事業
　青少年を健全に育成するため、関係諸機関や地域が一体と
なり環境づくりを推進しています。
・青少年教育
・青少年相談員事業
・放課後子ども教室

■ 文化・文化財事業
　文化団体などの育成に努め、市民の文化意識の高揚を図っ
ています。また、文化財の保護・保全に努め、その周知・啓
発を推進しています。
・文化事業
・文化財保護事業
・逆井城跡公園管理

問 スポーツ振興課（総合体育館内） ☎0297-35-1711

■ 体育施設

生涯学習

体育施設

●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、年末年始

（12月28日〜1月4日）
●そのほか
　八坂公園陸上競技場については、都市整備課までお問い合
わせください。
●使用料
　施設ごとに異なりますので、スポーツ振興課までお問い合
わせください。

■ 学校体育施設開放事業
　市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として、さらに
継続的、組織的、計画的にスポーツなどの活動をするスポー
ツグループを育て、市の社会体育の振興を図るため、小中学
校体育施設を開放しています。

■ スポーツ大会・教室の開催
　市民の健康増進と体力向上を図るとともに、日頃の練習の
成果を発揮するスポーツ大会を開催しています。 また、スポー
ツ教室を開催することにより、将来継続して実施できる程度
の技術の向上と競技人口の増大を図り、生涯にわたって健康
で充実した生活を送れるようスポーツを推進しています。
　スポーツ教室の募集は、4月に公民館講座生の募集と同時に
行います。また、日本陸上競技連盟公認の坂東市将門ハーフ
マラソン大会を開催しています。

名称 施設
総合体育館 主競技場、卓球場、武道場、トレーニング室
八坂公園 陸上競技場
岩井球場 野球場
岩井テニスコート テニスコート

緑のスポーツ広場 サッカー場、フットサル場、スケートボー
ドパーク、多目的グラウンド

名称 施設
宝堀運動公園 野球場
馬立運動公園 ソフトボール場
坂東市グラウンド
ゴルフ場 グラウンドゴルフ場

猿島体育館 主競技場
猿島武道館 剣道場、柔道場
猿島球場 野球場

生子運動公園 野球場、サッカー場、テニスコート、健康
遊歩道

内野山運動公園 野球場、ゲートボール場、健康遊歩道
沓掛球場 野球場
幸神平公園 テニスコート
創造の池
多目的広場 サッカー場

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
172171
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市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111

■ 市内のスポーツ団体
　坂東市スポーツ協会は、体育・スポーツ・レクリエーション
の普及振興を図り、市民の体力と健康の保持増進に努め、生
きがいと活力のある明るく住みよい豊かなまちづくりに寄与
することを目的に活動する団体です。傘下にはスポーツ少年
団・小中学校体育連盟・総合型地域スポーツクラブのほかに、
21の専門競技部が活動しています。

問 岩井公民館　☎0297-35-8800
 猿島公民館　☎0297-44-3154／0280-88-0835
 神大実分館　☎0297-30-1800
　市民の皆さんが、趣味と生きがいづくりを目的に、楽しみ
ながら学べる講座や教室を開催しています。

名称 施設

岩井公民館 研修室、会議室、視聴覚室、調理室、創作室、 
和室

猿島公民館 講堂、和室、研修室、会議室、音楽室、創作室、 
調理室、視聴覚室、学習室

神大実分館 多目的室、調理室、和室

●開館時間
　9：00～21：30
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月
4日）、そのほか臨時に休館することがあります。
●使用料
　施設ごとに異なりますので、各公民館までお問い合わせく
ださい。

公民館

問 市民音楽ホール　☎0297-36-1100
 岩井図書館　　　☎0297-36-1300
　総合文化ホール「ベルフォーレ」は、市民音楽ホール、岩
井図書館、アトリウムからなる複合施設です。

問 市民音楽ホール　☎0297-36-1100
　市民音楽ホールは、ベルフォーレ内に岩井図書館と併設さ
れています。各種コンサートなど、芸術鑑賞事業を開催する
とともに、地域の文化・芸術活動の拠点となっています。
●施設内容
　ホール、楽屋、練習室、リハーサル室、アトリウム
●開館時間
　9：00～22：00
　※施設の利用がない場合
は、17：00に閉館します。
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平
日）、祝日の翌平日、年末年
始（12月28日～1月4日）
●使用料
　施設ごとに異なりますの
で、市民音楽ホールまでお問
い合わせください。

ベルフォーレ

市民音楽ホール

岩井公民館

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
174173
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生涯学習・スポーツ・施設

問 生涯学習課 ☎0297-21-2204
　生涯学習の普及・振興を図り、市民および地域の交流を深
めながら、心の豊かさや文化の香りに満ちたまちづくりを推
進しています。

■ 生涯学習事業
　学習内容の充実と環境整備に努め、生涯学習社会の形成に
向けての普及・振興を図っています。
・成人教育
・家庭教育
・講師登録の推進
・生涯学習啓発イベント
・生涯学習情報提供

■ 青少年育成事業
　青少年を健全に育成するため、関係諸機関や地域が一体と
なり環境づくりを推進しています。
・青少年教育
・青少年相談員事業
・放課後子ども教室

■ 文化・文化財事業
　文化団体などの育成に努め、市民の文化意識の高揚を図っ
ています。また、文化財の保護・保全に努め、その周知・啓
発を推進しています。
・文化事業
・文化財保護事業
・逆井城跡公園管理

問 スポーツ振興課（総合体育館内） ☎0297-35-1711

■ 体育施設

生涯学習

体育施設

●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、年末年始

（12月28日〜1月4日）
●そのほか
　八坂公園陸上競技場については、都市整備課までお問い合
わせください。
●使用料
　施設ごとに異なりますので、スポーツ振興課までお問い合
わせください。

■ 学校体育施設開放事業
　市民のスポーツ・レクリエーション活動の場として、さらに
継続的、組織的、計画的にスポーツなどの活動をするスポー
ツグループを育て、市の社会体育の振興を図るため、小中学
校体育施設を開放しています。

■ スポーツ大会・教室の開催
　市民の健康増進と体力向上を図るとともに、日頃の練習の
成果を発揮するスポーツ大会を開催しています。 また、スポー
ツ教室を開催することにより、将来継続して実施できる程度
の技術の向上と競技人口の増大を図り、生涯にわたって健康
で充実した生活を送れるようスポーツを推進しています。
　スポーツ教室の募集は、4月に公民館講座生の募集と同時に
行います。また、日本陸上競技連盟公認の坂東市将門ハーフ
マラソン大会を開催しています。

名称 施設
総合体育館 主競技場、卓球場、武道場、トレーニング室
八坂公園 陸上競技場
岩井球場 野球場
岩井テニスコート テニスコート

緑のスポーツ広場 サッカー場、フットサル場、スケートボー
ドパーク、多目的グラウンド

名称 施設
宝堀運動公園 野球場
馬立運動公園 ソフトボール場
坂東市グラウンド
ゴルフ場 グラウンドゴルフ場

猿島体育館 主競技場
猿島武道館 剣道場、柔道場
猿島球場 野球場

生子運動公園 野球場、サッカー場、テニスコート、健康
遊歩道

内野山運動公園 野球場、ゲートボール場、健康遊歩道
沓掛球場 野球場
幸神平公園 テニスコート
創造の池
多目的広場 サッカー場

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
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生涯学習・スポーツ・施設

問 岩井図書館　☎0297-36-1300
 猿島図書館　☎0297-44-0055／0280-88-8700
　坂東市には、岩井図書館（ベルフォーレ内）と猿島図書館

（郷土館ミューズ内）があります。館内には、新聞、雑誌のほ
か、絵本や紙芝居から郷土に関する資料まで、さまざまな本
と、ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤなどの視聴覚資料が豊富にそろっ
ています。読書案内や調べ物のお手伝いもしています。おは
なし会や映画会などの催し物も豊富です。
●開館時間
　平日　　　　　　　10：00～18：30
　土・日曜日、祝日　10：00～17：00 
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、資料整理日、
年末年始（12月28日～1月4日）

■ 蔵書検索
●インターネット・スマートフォン用アドレス

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/bando/
webopac/index.do

問 猿島図書館・資料館
 ☎0297-44-0055／0280-88-8700
　坂東郷土館ミューズは、図書館、資料館、天体観測ドーム
からなる複合施設です。

図書館

坂東郷土館ミューズ

問 資料館　☎0297-44-0055／0280-88-8700
　資料館は、郷土館ミューズ内にある施設です。本市出身の
洋画家・二世五姓田芳柳をはじめ、茨城県ゆかりの作家の美
術品や歴史・民俗資料を収蔵し、趣向を凝らした企画展を開
催しています。
●施設内容
　常設展示室、企画展示室、ギャラリー、天体観測室（クー
デ式天体望遠鏡）
●開館時間

平日　　　　　　　10：00～18：30
土・日曜日、祝日　10：00～17：00 
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、年末年始

（12月28日～1月4日）

問 岩井福祉センター　☎0297-36-1901
　 猿島福祉センター　☎0297-44-2943／0280-88-1000

名称 施設
岩井福祉センター
夢積館

一般浴室（大浴場）、和室、創作室、会議
室、ふれあい広場

●開館時間
　会議室等　   9:00～20:00
　一般浴室　11:00～20:00
　（最終入館時刻19:00）
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月
4日）

資料館

福祉センター

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
176175
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市役所代表
*0297-35-2121
*0280-88-0111

名称 施設
猿島福祉センター
ほほえみ 一般浴室（大浴場）、研修室、調理室

●開館時間
　会議室等　  9：00～20：00
　一般浴室　11：00～20：00
　（最終入館時刻19：00）
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月
4日）
●使用料
　施設ごとに異なりますので、各福祉センターまでお問い合
わせください。

問 都市整備課 ☎0297-21-2197
　恐竜のすべり台など楽しいわんぱくプールのほか、幼児
プール、50ｍプールもあります。スポーツ・レクリエーショ
ン活動の場としてご利用ください。
●開設期間
　毎年7月第1土曜日～8月末日まで
●開場時間
　9：00～17：00（入場は16：00まで）
●休園日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）
●入場料金

利用区分 市内のかた 市外のかた
大人 350円 700円
中学生以下 150円 250円

※1歳未満無料

八坂公園プール

問 ☎0297-20-9822
　天然温泉をはじめクリーンセンターで発生する余熱を有効
利用した温水プールやトレーニングジムを備えた健康増進施
設です。
●施設内容
　浴場（内湯、炭酸泉、露天風呂、ジェットバス、サウナ）、
プール（20ｍ、キッズ、ジェットバス）、大広間、トレーニ
ングジム（自転車型トレーニング機器、ロードランナー）、ス
タジオ、食堂、売店、会議室
●開館時間　
　火～土曜日　　10：00～21：30
　日曜日、祝日　10：00～21：00
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始
●使用料
　施設ごとに異なりますので、さしま健康交流センター遊楽
里までお問い合わせください。

問 農業政策課 ☎0297-21-2194
●施設内容
　多目的ホール、和室、研修室、調理実習室
●使用料
　施設ごとに異なりますので、農業政策課までお問い合わせ
ください。

さしま健康交流センター遊
ゆ

楽
ら

里
り

生子菅地区農業構造改善センター

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
178177
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生涯学習・スポーツ・施設

問 岩井図書館　☎0297-36-1300
 猿島図書館　☎0297-44-0055／0280-88-8700
　坂東市には、岩井図書館（ベルフォーレ内）と猿島図書館

（郷土館ミューズ内）があります。館内には、新聞、雑誌のほ
か、絵本や紙芝居から郷土に関する資料まで、さまざまな本
と、ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤなどの視聴覚資料が豊富にそろっ
ています。読書案内や調べ物のお手伝いもしています。おは
なし会や映画会などの催し物も豊富です。
●開館時間
　平日　　　　　　　10：00～18：30
　土・日曜日、祝日　10：00～17：00 
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、資料整理日、
年末年始（12月28日～1月4日）

■ 蔵書検索
●インターネット・スマートフォン用アドレス

https://www.lics-saas.nexs-service.jp/bando/
webopac/index.do

問 猿島図書館・資料館
 ☎0297-44-0055／0280-88-8700
　坂東郷土館ミューズは、図書館、資料館、天体観測ドーム
からなる複合施設です。

図書館

坂東郷土館ミューズ

問 資料館　☎0297-44-0055／0280-88-8700
　資料館は、郷土館ミューズ内にある施設です。本市出身の
洋画家・二世五姓田芳柳をはじめ、茨城県ゆかりの作家の美
術品や歴史・民俗資料を収蔵し、趣向を凝らした企画展を開
催しています。
●施設内容
　常設展示室、企画展示室、ギャラリー、天体観測室（クー
デ式天体望遠鏡）
●開館時間

平日　　　　　　　10：00～18：30
土・日曜日、祝日　10：00～17：00 
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、祝日の翌平日、年末年始

（12月28日～1月4日）

問 岩井福祉センター　☎0297-36-1901
　 猿島福祉センター　☎0297-44-2943／0280-88-1000

名称 施設
岩井福祉センター
夢積館

一般浴室（大浴場）、和室、創作室、会議
室、ふれあい広場

●開館時間
　会議室等　   9:00～20:00
　一般浴室　11:00～20:00
　（最終入館時刻19:00）
●休館日
　月曜日（祝日の場合は翌平日）、年末年始（12月28日～1月
4日）

資料館

福祉センター

H30mm×W90mm H30mm×W90mm
176175
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