
採用職種

幼稚園教諭・保育士

若干名採用人数

受験資格

学校教育法で定める高等

学校以上を卒業した方で昭

和56年10月2日以降に生ま

れ、幼稚園教諭免許及び保

育士資格の両方を有する方

必要書類

受験申込書、履歴書(市

指定のもの 、最終学歴の）

卒業証明書、幼稚園教諭免

許状及び保育士証の写し

7月14日(金)まで受付期限

〈土曜･日曜を除く

〉午前8時30分～午後5時15分

試験日

8月6日(日) 午前9時～

坂東市役所にて

適性検査、専門試験、面接

試験

※詳細については、募集要

項またはホームページで

確認してください。

総務課申込・問合せ

0297-21-2178(直通)5

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による建築パトロー

ルを、7月15日(土)に市内

全域で行います。現在建築

工事中の現場に立ち入るこ

とがありますので、ご協力

をお願いします。

都市整備課問合せ

0297-21-2197(直通)5

1

《問合せ》生活環境課 0297-21-2189（直通）7月17日(月)〈海の日〉のごみ収集 5

可燃ごみの収集日となっている地区では、可燃ごみに限って収集を行います。

高齢受給者証は、70歳から74歳までの方で、後期高齢者医療制度の適用を受けていな

い方に交付されます。医療機関等で診療を受ける際には、被保険者証とともに必ず提示

してください。新しい受給者証は、7月中に世帯分をまとめて郵送します。

国民健康保険「限度額適用認定証」の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月末までです。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してください。

申請には、被保険者証と世帯主の認印、来庁される方の本人確認ができるもの（免許

証等 、世帯主及び被保険者のマイナンバーがわかるもの（個人番号カード・通知カー）

ド）が必要です。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です。

保険年金課 0297-21-2187(直通)問合せ 5



ばんどう市民カードに切

り替えると、自動交付機が

。利用できるようになります

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。

7月16日(日）と き

午前8時30分～正午

午後1時～5時

市民サービス課ところ

さしま窓口センター

必要なもの

印鑑登録証(オレンジ色ま

たは黄色の手帳)、認印(新

規印鑑登録、再登録の場合

は登録印)、本人確認のため

の運転免許証･パスポート･

マイナンバーカード･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

保証人による切り替え

(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、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。

◆自動交付機の利用には

暗証番号が必要です

暗証番号(4ケタ)の登録

は本人以外できません。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。

市民サービス課問合せ

0297-21-2186(直通)5

7月2日から、日曜日にパ

スポートを受け取ることが

できるようになりました。

受け取りの際には、収入

印紙と茨城県収入証紙が必

要となりますが、日曜日は

市役所での購入ができませ

ん。日曜日にパスポートを

受け取られる方は、事前に

購入していただき、旅券引

換書と一緒にお持ちくださ

いますようお願いします。

※パスポートの申請は、こ

れまでどおり平日のみの

受付となります。

日曜日～金曜日交付日時

午前9時～午後4時45分

交付場所・問合せ

市民サービス課

0297-21-2186(直通)5

申請できる方

在宅のねたきり高齢者･

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27年6月1日以前に生

まれた方（65歳以上）

②平成29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28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

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

20,000円支給金額

9月29日(金)まで申請期限

介護福祉課問合せ

0297-21-2193(直通)5

お知らせ版 平成29年7月6日号

2

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

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）

【高齢者の状態】

▽ねたきり高齢者

常時ねたきりまたは

常時ねたきりではない

が、日常生活の大半を

介護によらなければな

らない方

▽認知症高齢者

認知症の症状によ

り、日常生活の大半を

介護によらなければな

らない方

★右ページへ
続く

今号からお問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。



排出するには登録が必要

です。登録が済んでいない

方は事前に登録をお願いし

ます。持ち込みの際には必

。ず登録証をお持ちください

と き

①生子・菅谷・内野山地区

の方

7月18日(火)

②逆井・山・沓掛地区の方

7月19日(水)

【①②共通事項】

午前9時～正午時 間

午後1時～4時
ところ

坂東市リサイクルセンター

〈山2177-87〉

農業政策課問合せ
0297-21-2194(直通)5

■リサイクル自転車を展示･

販売します

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、

古河市在住の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

100台程度販売台数

（1世帯1台）

販売価格

1台500円～3,000円

販売方法

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 お申し込みください

※電話、インターネット、

代理によるお申し込みは

できません。

申込期間

8月1日(火)～6日(日)

午前9時～午後4時30分

8月9日(水)抽選日

午前9時～

問合せ

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザ

0297-20-99805

■小型家電イベント回収を

行います(無料)

家庭で使用したコンセン

ト及び電池を使用する電気

機器類とその付属品を回収

します。

回収品目

携帯電話、パソコン、デ

ジタルカメラ、小型ゲーム

機、扇風機、掃除機など

※個人情報は削除してから

お持ちください。

回収日時

8月1日(火)～6日(日)

午前9時～午後4時30分

回収場所

さしまクリーンセンター

寺久リサイクルプラザ

駐車場

問合せ

さしまクリーンセンター

寺久管理課

0297-20-99775

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

0296-24-91845

消防職25人程度募集人数

受験資格

平成元年4月2日から平成12

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16日(土) 体力試験

9月17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10日(月)～8月4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29年7月6日号

3

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。



きらめき

受験資格

▼男性・女性警察官Ａ

昭和59年4月2日以降に生

まれた方で、大学（短大を

除く）を卒業した方または

平成30年3月卒業見込みの

方または人事委員会がこれ

と同等と認める方

▼男性・女性警察官Ｂ

昭和59年4月2日から平成

12年4月1日までに生まれた

方で、警察官Ａの受験資格

に該当しない方

9月17日(日)第１次試験

8月29日(火)まで受付期限

※インターネット申込は、

8月28日(月)午後5時まで

採用説明会

7月15日(土)･8月5日(土)

午前10時～境警察署にて

境警察署問合せ

0280-86-01105

秘密は厳守しますので、

安心してご相談ください。

と き

8月5日(土)・19日(土)

午後2時～4時

※1人あたり30分前後

ところ

地域活動支援センター煌

相談室〈沓掛411-1〉

無料相談料

申込期限

相談日前日の午前10時まで

申込・問合せ

地域活動支援センター煌

0297-30-30715

視覚に障がいのある方の

見えにくさを補うための補

助具の展示や相談会を行い

ます。小さなお子さんや保

護者、成人の方からの参加

もお受けしています。入学

を前提とした相談会ではあ

りませんので、お気軽にご

参加ください。

7月26日(水)と き

午前11時～午後3時

ところ

県西県民センター3階

第2・3会議室

〈筑西市二木成615〉

無料相談料

申込・問合せ

県立盲学校

視覚障害教育支援センター

029-221-33885

と き

7月19日(水)～23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）

7月13日(木)まで申込期限

問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

敬老会を一緒に盛り上げ

てくれませんか。

9月18日(月)と き

敬老の日

総合体育館またはところ

猿島体育館

募集内容

◆運営ボランティア

敬老会当日の受付や出席

者の介添え等

◆アトラクション出演者

ご自慢の舞踊や楽器演奏

等を披露していただける方

※出演希望者が多数の場合

は、今までにご出演いた

だいた方にご遠慮いただ

。 、く場合があります また

カラオケでの出演は除き

ます。

7月31日(月)まで申込期限

介護福祉課申込・問合せ

0297-21-2193(直通)5

お知らせ版 平成29年7月6日号

4

講座やイベント

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

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）

★右ページへ
続く

今号からお問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。



坂東いきいき大学の学生

が対象の講座です。まだ入

学していない方はこの機会

に入学して、講座に参加しま

せんか。市内の70歳以上の

。方なら無料で入学できます

7月25日(火)と き

午前10時～正午

坂東郷土館ミューズところ

視聴覚ホール
内 容

▽アトラクション

女方玉三郎歌謡ショー
おざかた

（筑西ふるさと大使）

▽講話

賢い消費者になるために

(坂東市消費生活センター)

150人(先着順)募集人数

市民協働課申込・問合せ
0297-21-2183(直通)5

在宅介護や地域でのボラ

ンティア活動に役立つ知識

を学びましょう。

と き

8月2日(水)～9日(水)までの

全6回 午前9時～午後3時

ところ

岩井福祉センター夢積館

対象者

市内在住・在勤の中学生

以上の方

3,000円受講料

（テキスト代を含む）

20人(先着順)募集人数

7月25日(火)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所

0297-35-48115

介護支援専門員の更新研

修（実務未経験者）及び再

研修（有効期間満了者）を

実施します。

①8月～9月と き

②11月～12月の

各班で各11日間

水戸・土浦会場ところ

43,640円受講料

（テキスト代を含む）

各班90人募集人数

申込期限

①は 8月4日(金)まで

②は11月2日(木)まで

申込・問合せ

(公財)介護労働安定

センター茨城支部

029-227-12155

＊ホームページ

http://www.kaigo-center.

or.jp/

お知らせ版 平成29年7月6日号

5

公民館講座 受講生募集
★岩井公民館

講 座 名 日 時 定員 内 容 講 師 教材費

2,000円初めての 8/29･9/5･9/26･10/17･ やさしい音色で童謡
国府田由美

(オカリナオカリナ 10/31･11/7の火曜日 15人 や唱歌を楽しみま
先生

代は別途)〈全6回〉 午後1時30分～3時30分 しょう

★猿島公民館

講 座 名 日 時 定員 内 容 講 師 教材費

染谷千佳
初心者の 8/24･9/28･10/26･11/23･ ハワイアンの穏やか

1,000円フラダンス 12/21･1/25の木曜日 10人 な曲に癒され楽しく
先生

〈全6回〉 午後7時～9時 レッスンしましょう

市内在住･在勤の方対象者

無料（教材費は個人負担）受講料

7月20日(木)～ (先着順) ※受付時間は午前8時30分～午後9時〈月曜を除く〉申込開始

岩井公民館講座については 0297-35-8800申込・問合せ 5

猿島公民館講座については 0297-44-3154／0280-88-08355

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。



8月4日(金)と き

午前9時～正午
ところ

岩井学校給食センター

対象者

市内の小学3～6年生の方

無料参加費

上履き、三角巾、持ち物

エプロン

30人（先着順）募集人数

申込期間

7月18日(火)～28日(金)

午前8時30分～午後4時

申込・問合せ

▽岩井学校給食センター

0297-36-88885

▽猿島学校給食センター

0280-88-02685

赤ちゃんの誕生について

学んだり、お世話を体験し

てみましょう。

8月7日(月)と き

午前10時～午後3時

岩井保健センターところ

市内の中学生対象者

無料参加費

筆記用具、飲み物持ち物

※動きやすい服装でご参加

。 。ください 軽食がでます

15人(先着順)募集人数

7月31日(月)まで申込期限

申込・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-3121(直通)5

世界で一つだけの作品を

作りませんか。

と き

▽Ａコース

7月22日(土)･8月22日(火)

▽Ｂコース

7月27日(木)･8月22日(火)

※7月22日･27日は午前9時～

午後1時、8月22日は午前9

時～11時30分です。

ところ

岩井福祉センター夢積館

対象者

市内在住の小・中学生と

保護者の方

市陶芸教室会員講 師

1人 1,000円参加費

（ ）募集人数 各15組 先着順

7月18日(火)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-48115

海の日といえばフラダン

ス。アロハの風に乗ってハワ

。イ気分を満喫してください

7月17日(月･祝)と き

午後1時～

市民音楽ホールところ

無料入場料

フラフレンズ坂東問合せ

張谷 090-2490-89255

お知らせ版 平成29年7月6日号

6

猿島公民館「夏休みお楽しみ教室」

教室名 日 時 定員 内 容 講 師

8月3日(木) 中村卓哉作文・
作文・感想文

先生感想文 午前9時～正午
20人 の書き方を学

ぼう

染谷曠邨8月3日(木)
習字の課題を

午前10時～正午 先生
習 字 20人 仕上げよう

（半紙）

各 飯田正二
①8月8日(火) ポスターや夏

20人 先生
絵 画 ②8月9日(水) 休みの思い出

午前9時～正午 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。

市内の小学生（習字は小学3年生以上）対 象 者

無料（教材費は個人負担）受 講 料

7月12日(水)～（先着順）申込開始

〈 〉※受付時間は午前8時30分～午後9時 月曜を除く

◆保護者の方は、必ず送迎をお願いします。

猿島公民館 0297-44-3154／0280-88-0835申込･問合せ 5

代表 0297-35-2121／0280-88-01115

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）

★右ページへ
続く

今号からお問い合わせ担当課の電話番号表記を内線番号から直通番号に変更

しました。直通番号におかけいただくと担当課の職員に直接つながります。



さわやかな風が吹く木立

の中で、テント生活やキャ

。ンプファイヤーを楽しもう

と き

8月25日(金)～27日(日)

〈2泊3日〉

※保護者説明会を7月19日

(水)に開催します。

ところ

群馬県立北毛青少年自然

の家

募集人数

大人と子ども合わせて

20人（先着順）

※小学3年生以下は保護者

同伴でお願いします。

参加費

小学1年生～大人:10,000円

2歳～未就学児: 5,000円

※保険料700円は別途負担

申込・問合せ

坂東こども劇場

0297-36-35045

※月曜･水曜･木曜のみ受付

素敵な出会いを待ち望む

あなた！このチャンスにか

けてみてはいかがですか。

8月20日(日)と き

午前9時～午後3時

あすなろの里ところ

〈常総市大塚戸町310〉

対象者

25～45歳の独身男女

男性 3,000円参加費

女性 1,000円

男女各15人募集人数

※申込多数の場合は抽選

申込期間

7月31日(月)～8月9日(水)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポー

ター県西地域活動協議会

▽塚越 090-8891-18935

▽長屋 090-6122-56775

※受付時間は正午～午後7時

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。テニスを一日

楽しみませんか。

7月29日(土)と き

午前9時～

岩井テニスコートところ

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

１人 2,500円参加費

募集人数

各部30人(先着順)

7月22日(土)申込日

午後7時～8時

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

▽小学生の部

080-5032-95775

▽中学生初級者の部

090-3434-38495

お知らせ版 平成29年7月6日号
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教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

8月 2日(水) 午前9時30分～午後3時30分 10人 500円布草履

7月15日(土)
8月 2日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

午前9時から
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円8月 9日(水)

電話受付
8月19日(土) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

〈先着順〉
かごとバッグ 8月 4日(金) 午前9時30分～午後3時30分 6人 1,000円～

プチ裂き織り 8月 7日(月) 午前9時30分～午後2時 6人 500円

布ふくろう作り 8月 8日(火) 午前9時30分～午後0時30分 6人 500円

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開催場所･申込･問合せ 5

★左ページから
続く

これまでどおり代表番号 0297-35-2121／0280-88-0111におかけいただき5

電話交換手にご用件先の課名をお伝えいただくこともできます。
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〈月曜休園〉開場日時 8月31日(木)まで

午前9時～午後5時

※入場は午後4時まで

プール敷地内に公衆電話はありません◆

ので、ご了承ください。

利用料金 区 分 市内の方 市外の方

３５０円 ７００円大 人

１５０円 ２５０円中学生以下

都市整備課 0297-21-2197(直通)問 合 せ 5

迫力のあるみこしが、威

勢のよい掛け声とともに歩

行者天国を練り歩きます。

ぜひ遊びに来てください。

と き

7月21日(金)・22日(土)

午後6時～10時

〈雨天決行〉

※午後6時～10時まで歩行

者天国となりますのでご

協力をお願いします。催

し物は午後9時30分まで

です。

岩井商店街ところ

〈歩行者天国区域内〉

坂東市観光協会問合せ

〈商工観光課内〉

0297-20-86665

9月4日(月)と き

〈雨天決行〉

ところ

大利根カントリークラブ

市内在住の方参加資格

2,000円参加費

※プレー費12,000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 280人 先着順

申込方法

7月30日(日)午前9時か

ら、参加費を添えて岩井公

民館研修室①でお申し込み

ください。1人で4人分まで

お申し込みができます。申

込書は総合体育館、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、参加費の返金はあ

りません。

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

普段ウォーキングやジョ

ギングをしている方、夏休

みの思い出づくりに親子で

参加したい方など、大歓迎

です。

と き

8月5日(土)午後1時から

6日(日)午後1時まで

〈雨天決行〉

ところ

八坂公園陸上競技場

無料参加費

申込方法

当日、直接会場にお越し

ください。

岩井陸競問合せ

佐々木 0297-27-05495

平成29年7月6日発行 ■坂東市秘書広聴課■

合図の 花火を打ち上げます。岩井の夏まつりの開催に伴い、 7月21日(金)･22日(土)

ご協力をお願いします。 《問合せ》坂東市観光協会（ 0297-20-8666）5
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