
かわいい子どもたちに囲

まれて、あなたの資格を活

かしてみませんか。

応募資格

保育士資格・幼稚園教諭

免許をお持ちの64歳以下の

方

勤務先

認定こども園ふたば

〈岩井2211-25〉

認定こども園ひまわり

〈辺田1188-3〉

勤務日時

月曜～土曜のうち5日間

1日 7時間45分勤務

(午前7時～午後7時の間)

6人募集人数

日額 7,700円賃 金

雇用期間

平成27年7月1日～平成28

年3月31日（更新有）

申込書類

臨時職員等登録申込書、

市販の履歴書（写真貼付・

本人自筆 、保育士証また）

は幼稚園教諭免許の写しま

たは資格取得見込証明書

※申込書は市ホームページ

からもダウンロードできま

す。

申 込

総務課

岩井仮設庁舎／内線1296

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2217

坂東市合併10周年記念

「ＢＡＮＤＯプレミアムふ

れ愛商品券事業」の実施に

あたり、臨時職員を募集し

ます。

応募資格

パソコンができる方で、

7月1日(水)から勤務可能な

方

仕事内容

商品券の販売･回収、デー

タの入力

勤務時間

午前9時～午後4時

2人募集人数

1時間 800円賃 金

雇用期間

平成27年7月1日～

平成28年3月31日

申込・問合せ

坂東市商工会

0297-35-33175

市役所等の行政機関が行

う統計調査であるかのよう

によそおい 「●●定期預、

金を導入するための事前調

査」として、個人情報等を

聞きだそうとする「かたり

調査」が市内で発生してい

ます。不審な電話や訪問な

どがありましたら、一切答

えずに、すぐに下記までお

知らせください。

連絡先

▽企画課

岩井臨時庁舎／内線3264

▽坂東市消費生活センター

0297-36-20355
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6月分からの児童手当・

特例給付を受けるには、現

況届の手続きが必要です。

手続きをしないと6月分以

降の手当が受けられなくな

りますので、必ず手続きを

してください。

また、子育て世帯臨時特

例給付金（対象児童1人に

つき3,000円）の申請手続

きを併せて行いますので、

お早めに手続きするように

しましょう。

手続きの方法

手続きが必要な方には、

児童手当・特例給付現況届

と子育て世帯臨時特例給付

金申請書が一体になった用

。紙を6月中旬に郵送します

必要事項を記入し、提出書

類といっしょに同封の封筒

で返送してください （公。

務員の方は勤務先にご確認

ください ）。

提出書類

○児童手当・特例給付現況

届及び子育て世帯臨時特

例給付金申請書

○社会保険加入者の方は、

受給者（保護者）の健康

保険被保険者証コピー

（ ）余白に勤務先名を記入

○平成27年1月1日時点で坂

東市に住所がなかった方

は、平成27年度児童手当

用所得証明書（平成27年

1月1日の住所地発行）

○外国人の方は、在留カー

ド等コピー

○受給者と児童が別居して

いて、児童の住所地が市

外の場合は、児童を含む

世帯全員の住民票

問合せ

子育て支援課

猿島庁舎／内線2214

虐待により子どもの命が

奪われるなどの重大な事件

は依然として後を絶たず、

児童虐待問題は社会全体で

解決すべき重要な課題と

なっています。虐待の発生

予防、早期発見・対応には、

国民一人ひとりが児童虐待

問題に対する理解を深め、

主体的な関わりを持つこと

が重要です。

こうした状況の中で、厚

生労働省では毎年11月を

「児童虐待防止推進月間」

と定め、集中的な広報・啓

発活動を実施しています。

この取り組みの一つとし

て、意識啓発のための標語

を募集します。最優秀作品

は、11月8日(日)に開催予

定の「子ども虐待防止推進

全国フォーラムin allかな

がわ」で表彰します。

テーマ

児童虐待問題に関し、国

民一人ひとりの意識啓発を

図るのにふさわしい、簡潔

で覚えやすい標語

応募資格

どなたでも応募できます

が、ご自身で創作した未発

表の作品に限ります。1人

。につき1作品応募可能です

応募方法

郵便はがきに作品と郵便

番号・住所・氏名・年齢・

職業・電話番号を記入のう

え、郵送してください。

メールによる応募も可能で

す。記入内容は郵便はがき

によるものと同様で、メー

ルの題名は「標語の応募」

としてください。

募集期限

6月16日(火)まで

応募先

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1

川崎市役所

市民･こども局

こども本部

児童家庭支援･虐待対策室

標語募集担当宛

＊メールアドレス

jidou-hyougo@city.

kawasaki.jp

問合せ

厚生労働省 雇用均等・

児童家庭局 総務課

虐待防止対策室

03-5253-11115

お知らせ版 平成27年6月4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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毎年ご協力いただいてい

る日赤社資・社協会費を一

緒に募集します。6月中に

班長さんが各戸にお伺いし

ますので、皆さんのご理解

とご協力をお願いします。

問合せ

▽日赤社資

社会福祉課

猿島庁舎／内線2219

▽社協会費

坂東市社会福祉協議会

本所〈岩井福祉センター●

夢積館内〉

0297-35-48115

支所〈猿島福祉センター●

ほほえみ内〉

0297-44-2943／5

0280-88-1000

最近、勤務先を失踪した

外国人技能実習生が農家等

で働いている状況が見られ

ます。技能実習生は決めら

れた勤務先以外では働くこ

とができません。

来日外国人を雇用する場

合は、パスポートの証印や

在留カードで「在留資格」

「在留期間」を確認する必

要があります。在留カード

「 」「 」には 就労可 就労不可

がはっきりと記載されてい

ますので、必ず確認してく

ださい。

在留資格が「短期滞在」

「 」「 」「 」文化活動 留学 就学

等の場合は、特別の許可が

ないと就労できません。よ

く確認して適正な雇用をお

願いします。

境警察署問合せ

0280-86-01105

農業者年金受給権者現況

届により、受給資格の確認

を行います。該当される方

は、農業者年金基金から送

付された「現況届」に必要

6月30事項を記載のうえ、

に、農業委員会日(火)まで

事務局（猿島庁舎）または

市民サービス課（岩井仮設

庁舎）に提出してください。

問合せ

農業委員会事務局

猿島庁舎／内線2232

妊娠・出産・産休・育休

等を理由とする、解雇・雇

い止め・降格等の不利益な

取扱い(いわゆる「マタニ

ティハラスメント」)は、

男女雇用機会均等法及び育

児・介護休業法で禁止され

ています。

相談先

茨城労働局雇用均等室

029-224-62885

お知らせ版 平成27年6月4日号
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小谷沼土地改良区組合員の皆さんへ

小谷沼土地改良区総代総選挙
投票日は６月３０日(火)です

小谷沼土地改良区総代の任期が7月15日で満了とな

るため、総代選挙を次のとおり行います。

6月23日(火）■告示日

6月30日(火)■投票日

■選挙すべき総代の数

第4選挙区（神田山・猫実・大口地区） 6人

■立候補受付日時

6月23日(火)･24日(水) 各日午前8時30分～午後5時

市役所総務課（岩井仮設庁舎2階）■立候補受付場所

（ ）■問合せ ▽小谷沼土地改良区事務所 0297-27-06125

▽坂東市選挙管理委員会

（ ）岩井仮設庁舎総務課内／内線1292



地 区 名 採 水 日

岩 井 6月29日(月)

6月30日(火)
辺田・鵠戸

あみどり町

中川・長須 7月 1日(水)

七 郷 7月 2日(木)

神大実 7月 6日(月)

7月 7日(火)
弓馬田・飯島

七重

猿島地域 7月 8日(水)

飲用水としてご利用され

ている井戸水の水質検査を

実施します。検査を希望す

。る方はお申し込みください

各地区採水日(時間不定)

検査項目

一般細菌、大腸菌、硝酸

態窒素及び亜硝酸態窒素、

鉄、塩化物イオン、カルシ

ウム･マグネシウム(硬度)、

有機物(全有機炭素〈TOC〉の

量)、ＰＨ値(水素イオン濃

度)、味、臭気、色度、濁度

（ ）検査料金 5,150円 税込

8月下旬に郵送検査結果

申込期間

6月8日(月)～19日(金)

申込・問合せ

生活環境課

岩井第三分庁舎／内線1453

井戸水は、雨や周囲の環

境による影響を受けやす

く、市内にある井戸の4割

超が水道法に定める水質基

準に適合していません。市

では、安心して使用できる

水道への切り替えをお勧め

しています。宅地内にメー

ターボックスが設置されて

いて給水可能なお宅では、

宅内工事をすればすぐに水

道がご利用になれます。

工事に関しては、坂東市

水道事業指定給水装置工事

事業者へご依頼ください。

※工事事業者は、市ホーム

ページをご覧ください。

水道課問合せ

0297-35-21145

看護職の資格、もう一度

活かしてみませんか。再就

業研修により復職への不安

解消と職場復帰を応援しま

す。

①講義研修（5日間）

結城看護専門学校、きぬ

看護専門学校の2か所で、

7～8月に実施。 新の看護

知識を習得します。(無料

託児付き)

②実務研修（5～10日間）

希望の医療機関で再就業

に必要な技術研修を行いま

す。

③雇用一体型試用研修

（最長3か月）

希望の医療機関で働きな

がら技術研修ができ給料も

支給されます。勤務条件は

コーディネーターが相談に

応じます。

対象者

県西地域の医療機関等に

再就業を希望する未就業看

護職員で、研修後も引き続

き勤務(パート可)できる方

無料受講料

申込期限

①は7月15日(水)まで、

②③は平成28年2月末まで

茨城県看護教育財団問合せ

〈結城看護専門学校内〉

0296-33-19225

消防職25人程度募集人数

受験資格

昭和62年4月2日から平成10

年4月1日までに生まれた方

※身体的要件があります。

第1次試験

9月19日(土) 体力試験

9月20日(日) 教養試験

適性検査

第2次試験

10月下旬予定 面接試験

受付期間

7月6日(月)～31日(金)

※試験申込書は、坂東消防

。署･各消防分署にあります

問合せ

茨城西南地方広域市町村圏

事務組合消防本部総務課

0280-47-01245

お知らせ版 平成27年6月4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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★調理師試験

願書受付

7月23日(木)・24日(金)

午前9時～正午

午後1時～5時

常総保健所受付場所

試験日時

10月10日(土)

午後1時30分～3時30分

水戸葵陵高校試験会場

県立医療大学

受験資格

中学校卒業以上等の学歴

で、飲食店営業、魚介類販

売業、そうざい製造業等で

の調理業務従事期間が2年

以上の職歴をもつ方

問合せ

常総保健所衛生課

0297-22-13515
※製菓衛生師試験を受験希

望の方は、お問い合わせ

ください。

★調理師試験予備講習会

と き（2日間）

9月12日(土)・13日(日)

各日午前9時～午後5時

ところ

常総市生涯学習センター

〈常総市水海道天満町4684〉

問合せ

▽逆井忠雄

（堂 前／ 0297-38-1156）5

▽遠藤 宏

（散茶廊／ 0297-35-7326）5

▽荒井武夫

（あらい寿司／

0297-35-0693）（散茶廊／5

▽滝本昭夫

（滝の屋／ 0297-35-2604）5

▽飯塚和男

（光 龍／ 0297-35-2343）5

【相談電話番号】

０１２０－００７－１１０5

いじめや児童虐待などの

悩みを持ったお子さんや保

護者の方からの相談に法務

局職員や人権擁護委員が無

料で応じます。秘密は守ら

れますので、安心してご相

談ください。

と き

6月22日(月)～28日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は午前10時～

午後5時

主 催

水戸地方法務局

茨城県人権擁護委員連合会

【相談電話番号】

０２９－２２４－５１８２5

０２９－２２４－５１８３

女性に対する暴力（ドメ

、スティック･バイオレンス

ストーカー、セクシャル･

ハラスメント）や離婚に関

する問題、職場における差

別などの相談に弁護士が無

料で応じ、対処方法や正し

い法律知識などのアドバイ

スを行います。お気軽にご

相談ください。

6月23日(火)と き

午後1時～4時

主 催

茨城県弁護士会

日本弁護士連合会

障がい児歯科を専門とす

る歯科医師・歯科衛生士が

相談に応じます。

と き

▼個別相談会

、 、7月3日(金) 9月24日(木)

11月20日(金)、平成28年2月

10日(水)

各日午後2時～3時

▼研修会

8月20日(木)

午前10時～11時30分

ところ

県立境特別支援学校

〈境町塚崎2170〉

対象者

地域にお住まいの幼児・

児童及び保護者等

申込期限

各実施日の1週間前まで

申込・問合せ

県立境特別支援学校

大串･笹川／ 0280-87-82315

お知らせ版 平成27年6月4日号
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ご相談ください



お子さんの障がいの悩み

や夏休みをどうすれば有意

義に過ごせるか情報交換し

たいと思います。お茶とお

菓子をいただきながら楽し

くおしゃべりしましょう。

お子さんと一緒でも大丈夫

ですよ。

7月3日(金)と き

午前10時～正午

ところ

結城市民情報センター

2階スペースＣ

〈結城市国府町1-1-1〉

無料参加費

7月1日(水)まで申込期限

申込・問合せ

茨城県自閉症協会

大島／ 080-6559-15945

水戸地方法務局では、皆

さんの待ち時間の解消のた

め、登記に関する相談を事

前予約によりお受けする

サービスを実施しています

ので、ぜひご利用ください。

なお、数多くの相談をお

受けするため、相談時間は

1人20分とさせていただき

ますので、ご了承ください。

予約・問合せ

水戸地方法務局下妻支局

0296-43-39375

能楽体験教室修了生に

よって結成された昌門会

は、能楽師の梅村昌功先生

の指導のもと、坂東市の能

楽普及と自己研鑽に励んで

います。

ぜひ皆さんも能楽に親し

み、伝統文化に触れていた

だきたく能楽鑑賞教室を開

催します。ふるってご参加

ください。

と き

7月20日(月･祝)

午後2時開演

集合・出発

午前9時

岩井公民館

ところ

横浜能楽堂

〈横浜市西区紅葉ヶ丘27-2〉

公演内容

「 」「 」、能 自然居士 小鍛冶

狂言｢鈍太郎｣ほか

7,700円参加費

（入場料・バス代等）

※昼食は各自ご持参くださ

い。

事前講習会

7月15日(水)【日時】

午後7時～9時

岩井公民館【場所】

30人(先着順)募集人数

申込・問合せ

昌門会

山田／ 090-2147-61495

きょうだいの結婚から高

齢期、そして親亡き後を

テーマに障がいをもつ人の

きょうだいのホンネについ

て語っていただきます。

同じような悩みを持って

いる方やお知り合いをお誘

いのうえ、お気軽にご参加

ください。

7月12日(日)と き

午前10時～正午

ところ

しもだて地域交流センター

アルテリオ2階研修室

〈筑西市丙372〉

※当日託児はありません。

講 師

東京立正短期大学

専任講師 前嶋元 氏

※教育･心理･福祉の専門家

の立場から、また障がい

児･者の家族、きょうだい

という当事者の立場から

相談活動にご尽力されて

います。

資料代

茨城県自閉症協会

会員 無料

会員外 500円

問合せ

茨城県自閉症協会

大島／ 080-6559-15945

お知らせ版 平成27年6月4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



◆ISO9001・ISO14001・

FSSC22000講座

①基礎講座

(それぞれ各1日間)と き

9001:7月10日(金)･17日(金)

14001:8月 7日(金)･24日(月)

･24日(月)22000:9月 4日(金)

各日午前10時～午後5時

11,000円受講料

24人（先着順）定 員

②内部監査員養成講座

(それぞれ各2日間)と き

9001:7月21日(火)･22日(水)

7月29日(水)･30日(木)

14001:8月10日(月)･11日(火)

8月27日(木)･28日(金)

22000:9月 8日(火)･ 9日(水)

各日午前9時～午後5時

16,000円受講料

20人（先着順）定 員

◆ISO9001･14001内部監査員

レベルアップ講座

(それぞれ各2日間)と き

9001:9月15日(火)･16日(水)

14001:9月29日(火)･30日(水)

各日午前9時～午後5時

16,000円受講料

20人（先着順）定 員

◆ISO27001基礎講座

9月18日(金)と き

午前10時～午後5時

11,000円受講料

24人（先着順）定 員

◆ISO9001・ISO14001規格

改定解説・対応セミナー

(それぞれ各1日間)と き

9001:10月2日(金)･5日(月)

14001:10月7日(水)･9日(金)

各日午前10時～午後5時

7,000円受講料

24人（先着順）定 員

◆｢エコアクション21｣活用

による環境経営講座

①無料説明会

10月14日(水)と き

午後2時～4時

20人（先着順）定 員

②実務講座

10月21日(水)と き

午前10時～午後4時

10,000円受講料

20人（先着順）定 員

【 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〉

04-7121-11845

リウマチ治療の最新情報

等について学びましょう。

6月14日(日)と き

午後1時～4時30分

真壁伝承館ところ

〈桜川市真壁町真壁198〉

内 容

■医療講演

①リウマチに対する整形外

科的アプローチ

②リウマチ患者の口腔ケア

■療養相談、足と靴の相談

無料参加費

問合せ

公益社団法人

日本リウマチ友の会

小野／ 029-801-96745

お知らせ版 平成27年6月4日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

6月15日(月)
スラッシュ 7月 1日(水)・8日(水)〈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 7月 7日(火) 午前9時30分～午後3時30分 10人 400円

とんぼ玉 〈先着順〉
7月 8日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

7月18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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★ＬＥＤでオリジナル

ランプをつくろう

照明の電球について、種

類と仕組みを学んで、ＬＥ

Ｄ電球を使った工作をしま

す。

7月30日(木)と き

①午前10時～正午

②午後1時～3時

対象者

小学3～6年生と保護者

各回10組20人募集人数

（先着順）

★スナック菓子について

調べてみよう

ゲームをしながら、身近

なおやつの原材料について

考えます。

7月31日(金)と き

午前10時～正午

対象者

小学1・2年生と保護者

15組30人募集人数

（先着順）

【 共 通 事 項 】

無料参加費

筆記用具、水筒持ち物

申込期間

6月29日(月)～7月3日(金)

開催場所・申込・問合せ

茨城県消費生活センター

〈水戸市柵町1-3-1〉

029-224-47225

これからパソコンをはじ

めようとしている方、はじ

めたばかりという方を対象

に、就業支援を目的とした

パソコン基礎講座を開催し

ます。文書作成などができ

る方はご遠慮ください。

と き

7月4日(土)・11日(土)

午前9時30分～午後4時30分

ところ

クリエートＰＣ教室

〈水戸市北見町8-12〉

1,000円参加費

10人(先着順)募集人数

※託児付き

(要予約・2歳以上)

申込期間

6月8日(月)～26日(金)

申込・問合せ

茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター

029-233-23555

▼絵手紙大好き展

四季折々の草花を描いた

作品など学習成果を発表し

ます。

と き

6月7日(日)～13日(土)

午前9時～午後5時

※7日は午後1時から、13日

は午後4時まで〈8日休館〉

主 催

絵手紙友好会・同好会

冨山問合せ

0297-38-15775

▼世界文化遺産の

富士を描く油絵展

朝な夕な、季節やその

時々に変化する霊峰富士の

姿を個性豊かに表現した作

品展です。

と き

6月14日(日)～20日(土)

午前9時～午後5時

※14日は午後1時から、20日

〈 〉は午後4時まで 15日休館

里美美術会主 催

小川問合せ

0297-38-23645

平成27年6月4日発行 ■坂東市秘書広聴課■
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