
ヘルプマーク･

ヘルプカードは､

外見からは分か

りにくい障がい

や病気を抱えて

いる方が、援助や配慮を必要

としていることを周囲に知ら

せるためのものです。東京都

が作成、平成29年に全国共通

マークになり、茨城県でも配

布が始まりました。

このマークを身につけてい

る方を見かけたら、困ってい

るようであれば声をかけるな

ど、思いやりのある行動をお

願いします。

また、社会福祉課ではヘル

プマーク・ヘルプカードを無

料で配布しています。対象者

本人またはご家族・支援者の

方による受取も可能です。

対象者

市内在住で、社会生活など

において援助や配慮を必要と

している方（障害者手帳の有

無は問いません）

社会福祉課問合せ

0297-21-21905
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可燃ごみの収集日となっている地区に7月15日(月)〈海の日〉のごみ収集

限り、通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

、 。現在の被保険者証の有効期限は 7月31日(水)です

新しい被保険者証は、7月末までに世帯主あてに郵

送します。新しい被保険者証が届いたら、住所･氏名･

生年月日などの記載内容に誤りがないかご確認くださ

い。資格がないのに被保険者証が届いたり、資格があ

るのに被保険者証が届かない場合は、お問い合わせく

ださい。

医療費が高額になりそうな場合は
国民健康保険「限度額適用認定証」

国民健康保険では、病気や入院で医療費の自己負担

額が高額となった場合、医療機関で「限度額適用認定

証」を提示することで、窓口での負担が法令で定めら

れた限度額までになります。

認定証が必要になる方は、あらかじめ申請をお願い

します。また、現在交付されている認定証の有効期限

、 。 、は 7月31日(水)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。

手続きに必要なもの

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（免許証等）●

世帯主及び被保険者の個人番号カード・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

状が必要です。
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平日市役所への来庁が難し

い方のために、臨時窓口を開

設します。また、旧印鑑登録

証からばんどう市民カードへ

の切り替えは無料で行います。

7月21日(日）と き

午前8時30分～正午

午後1時～5時

市民課ところ

さしま窓口センター

必要なもの

登録する印鑑●

本人確認ができるもの

（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の

登録方法

保証人による登録が可能で

す。保証人になる方は、坂東

市に登録している実印、印鑑

登録証、身分証明書をお持ち

のうえ、登録者とご一緒にお

越しください。

保証人がいない場合、当日

交付はできませんが、照会申

請が可能です。後日郵送され

た照会文書に必要事項を記入

のうえ、登録者が再度来庁す

ることで、登録となります。

▼次のカードや手帳等は、

従来どおり使用できます。

市民課問合せ

0297-21-21865

まちの中には、さまざまな

種類の「屋外広告物」があり

ます。これらの屋外広告物を

表示するときは、市から許可

を受ける必要があります。

まちの良好な景観のために、

屋外広告物を表示するときは

申請をお願いします。

屋外広告物とは？

常時または一定の期間継続

して屋外で公衆に表示される

広告物のことです。立看板、

はり紙、はり札のほか、広告

板、建物に掲示されたものな

どをいいます。

屋外広告物の主な規制

まちの良好な景観の形成と

公衆への危害防止の点から、

表示場所や大きさなどを規制

しています。自己の店舗等か

ら離れた場所に表示する場合

だけでなく、自己の店舗等に、

店名、取扱商品名などを表示

する場合（自家広告物）にも、

申請が必要になる場合があり

ます。

屋外広告物の許可期間

種類ごとに許可期間が定め

られています。許可期間の満

了後も引き続き表示するため

には、更新許可の手続きが必

要です。許可期間が切れた屋

外広告物は、違反広告物とし

て除却命令の対象になります

のでご注意ください。

都市整備課問合せ

0297-21-21975

4区画募集区画

※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、古河市、五霞

町に住民登録をし、現在も

お住まいの方で、申込者ま

たはご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。

申込方法

次の書類等をさしま斎場

にご持参ください。申請書

はさしま斎場にあります。

①墓地使用許可申請書

②住民票謄本

(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）

申請書配布期間

8月1日(木)～21日(水)

午前8時30分～午後5時

申込期間

8月13日(火)～21日(水)

午前8時30分～午後5時

8月25日(日)抽選日

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

〈境町長井戸1746〉

0280-87-06195

お知らせ版 令和元年7月4日号
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■ウィッグ・乳房補整具の

購入費用の補助

対象者

次の項目すべてに当ては

まる方

①茨城県内在住の方

②がんの治療を受けた方ま

たは現に受けている方で、

対象となる補整具を必要

とする方

③過去に本補助金の同じ区分

の助成を受けていない方

補助の対象となる経費

平成30年4月1日以降に次

の補整具を購入した経費

①ウィッグ(全頭用かつら)

②乳房補整具(補整下着等)

■福祉用具の購入・

レンタル費用の補助

対象者

次の項目すべてに当ては

まる方

①茨城県内在住の20歳以上

39歳以下の方

②がんの治療を受けた方ま

たは現に受けている方で、

対象となる福祉用具を必

要とし、購入またはレン

タルする方

③過去に本補助金の助成を

受けていない方

補助の対象となる経費

平成30年4月1日以降に次

の福祉用具を購入またはレ

ンタルした経費

車いす、車いす付属品、

特殊寝台、特殊寝台付属品、

床ずれ防止用具、体位変換

器、手すり、スロープ、歩

行器、歩行補助つえ、移動

用リフト、腰掛便座、特殊

尿器、入浴補助用具、簡易

浴槽、移動用リフトのつり

具の部分

【 共 通 事 項 】

補助額

購入･レンタル経費の2分

の1以内で2万円まで

申請方法

申請書に必要書類を添え

てご郵送ください。申請書

は、茨城県看護協会ホーム

ページからダウンロードで

きます。

申請・問合せ

(公社)茨城県看護協会

「いばらき

みんなのがん相談室」

029-222-12195

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

①自衛隊一般曹候補生

応募資格

18歳以上33歳未満の方

第１次試験

9月20日(金)～22日(日)

のうち指定する1日

第２次試験

10月11日(金)～16日(水)

のうち指定する1日

9月6日(金)まで申込期限

②航空学生(海上･航空)

応募資格

海上●

18歳以上23歳未満の方

航空●

18歳以上21歳未満の方

※ともに高校を卒業した方

(見込み含む)

第１次試験

9月16日(月･祝)

第２次試験

10月15日(火)～20日(日)

のうち指定する1日

9月6日(金)まで申込期限

③自衛官候補生(男子･女子)

応募資格

18歳以上33歳未満の方

受付時に通知試験日

◎申込みは、年間を通じて

行っています。

【 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

0296-22-72395

お知らせ版 令和元年7月4日号
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受験資格

平成31年4月1日現在、高校

卒業後2年以内の方及び令和2

年3月までに卒業見込みの方

採用予定年月日

令和2年4月1日

9月8日(日)第１次試験

第１次試験種目

基礎能力試験、作文試験

10月中旬～下旬第２次試験

第２次試験種目

人物試験（個別面接）

受付期間

インターネット●

7月9日(火)～18日(木)

郵送●

7月9日(火)～12日(金)

※消印有効・簡易書留郵便

問合せ

水戸地方裁判所事務局

総務課人事第一係

029-224-84215

＊ホームページ

「裁判所」で検索

試験区分

男性警察官Ａ､女性警察官Ａ

男性警察官Ｂ､女性警察官Ｂ

受験資格

①警察官Ａ（大卒程度）

昭和61年4月2日以降に生ま

れた方で、大学を卒業した方

もしくは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

②警察官Ｂ

昭和61年4月2日～平成14年

4月1日に生まれた方で警察官

Ａの受験資格に該当しない方

採用予定年月日

令和2年4月1日

9月22日(日)第１次試験

申込期限

8月22日(木) 午後5時まで

※電子申請のみとなります。

■採用説明会

7月20日(土)と き

8月3日(土)･17日(土)

午前10時～

境警察署ところ

〈境町長井戸51-27〉

申込・問合せ

境警察署 警務課

0280-86-01105

＊ホームページ

「茨城県警察」で検索

お知らせ版 令和元年7月4日号
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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）

現在茨城空港は、札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）の4都市と、中国（上海 ・韓国）

（ ） （ ） 。 。ソウル ・台湾 台北 の3都市へ就航しています 駐車場は約3,600台分が無料です

ターミナルビルは縦横120ｍ×40ｍととてもコンパクト、搭乗手続きもすべて1階で行

うことができ、お年寄りやお子様連れのご家族にも大変好評です。

この機会にぜひご利用ください。詳細については、ホームページをご覧ください。

＊ホームページ 「茨城空港」で検索

茨城空港利用促進等協議会事務局〈茨城県空港対策課内〉問合せ

029-301-27615

夏の旅行は韓国・ソウルへ！

夏の韓国では、ソウルサマーセールと呼ばれる外国

人観光客向けのショッピングイベントが開催されま

す。また、韓国かき氷や冷麺など、夏に食べたいグ

ルメも豊富です。カラリとした空気の過ごしやすい

韓国で、ショッピングやグルメを堪能しませんか？

ホームページはこちらから



運動機能に不安のあるお

子さんと保護者の方を対象

に、特別支援学校で先生や

お友だちと一緒に遊ぶ「ふ

れあい教室」を開催します。

就学についての情報交換や

学校見学もありますので、

お気軽にご参加ください。

7月31日(水)と き

午前9時50分～

申込方法

お電話または にてお申FAX

し込みください。

7月24日(水)まで申込期限

ところ・申込・問合せ

県立下妻特別支援学校

〈下妻市半谷492-4〉

0296-44-18005

0296-43-9174

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。

7月27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

※振込み払いとなります。

各部30人(先着順)募集人数

7月16日(火)申込日時

※午後8時～9時の間にお申

し込みください。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 0297-35-54185

中学生初級者の部●

由岐 080-5193-42015

プロコーチを迎えて、テ

ニスレッスンを行います。

と き

8月4日･11日･18日･25日

の日曜日〈計4回〉

午前9時～10時30分

岩井テニスコートところ

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

2,500円参加費

※初日に徴収します。

12人(先着順)募集人数

持ち物

テニスシューズ、ラケッ

ト、運動のできる服装、タ

オル、飲み物、帽子

※ラケットのない方はご相

談ください。

7月17日(水)申込日時

※午後8時～9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

石塚 090-4939-55155

8月26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12,780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）

240人(先着順)募集人数

申込方法

7月21日(日)午前9時から、

申込書に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人につき4人分ま

。 、で可) 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。

※電話での申込み不可。キャ

ンセルの場合、参加費の返

金はいたしません。

◎組合せは主催者が行います

ので、後日組合せ表を郵送

します。

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

お知らせ版 令和元年7月4日号
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トレーニング室の利用に

は、講習修了証の提示が必要

になります。修了証は講習会

を受講された方に発行してい

ますので、利用をご希望の方

、 。は 講習会にご参加ください

と き

8月8日(木)●

①午後4時～4時30分

②午後7時～7時30分

8月10日(土)●

③午前10時～10時30分

総合体育館ところ

トレーニング室

高校生以上の方対象者

①、③ 150円参加費

② 300円

※市外の方は①、③300円、

②600円になります。

各回15人(先着順)募集人数

持ち物

上履き、運動のできる服装

申込方法

総合体育館窓口またはお電

話でお申し込みください。

申込期間

7月22日(月)～29日(月)

〈土曜･日曜を除く

午前9時～午後5時〉

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

と き

Ａコース●

7月27日(土)･8月16日(金)

Ｂコース●

7月30日(火)･8月16日(金)

※7月27日･30日は午前9時～

午後1時､8月16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

各15組(先着順)募集人数

7月17日(水)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

7月28日(日)と き

午前11時～午後4時

ところ

石下総合福祉センター

〈常総市新石下4365〉

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16人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

申込期間

7月8日(月)～17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 090-8891-1893● 5

長屋 090-6122-5677● 5

※受付時間は正午～午後7時

お知らせ版 令和元年7月4日号
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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）

教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

ガスバーナーでガラス
8月10日(土)

8月14日(水) 各14人 各回
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ

(先着順) 1,000円8月17日(土)
プなどを作ります。

8月21日(水)

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

7月16日(火) 午前9時から、お電話にてお申し込みください。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 0297-20-9980ところ･申込･問合せ 5



と き

7月17日(水)～20日(土)

午前10時～午後4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10日(水)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

テントの設営や夕食作り

などを行います。あなたも

ボーイスカウトの活動を体

験してみませんか。

と き

8月3日(土) 午後1時30分～

4日(日) 午前11時

ところ

飯島コミュニティセンター

〈 〉いなほの里 大口新田50

対象者

小学生～中学生の方

（小学生は保護者同伴）

500円参加費

7月28日(日)まで申込期限

申込・問合せ

ボーイスカウト坂東第1団

真中 090-1812-4328● 5

大滝 090-2558-9701● 5

お知らせ版 令和元年7月4日号
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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。

11月10日(日) 午前10時～午後1時と き

将門マラソンコース（広域農道付近）と こ ろ

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。

5団体（先着順）募 集 数

総合体育館窓口でお申し込みください。申込方法

8月30日(金)まで申込期限

〈 〉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

0297-35-17115

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

染谷曠邨8月1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）

8月2日(金) 中村卓哉作文・
作文･感想文の

先生感想文 午前9時～正午
20人 書き方を

学ぼう

各 飯田正二
①8月8日(木) ポスターや

20人 先生
絵 画 ②8月9日(金) 休みの夏

午前9時～正午 思い出を描こう

※絵画は①または②の1回のみ申込みできます。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。

市内在住の小学生（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

電話または公民館窓口でお申し込みください｡申込方法

7月12日(金)～（先着順）申込開始

〈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。

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

◆企画展開催中！ぜひご来場ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
0297-44-00555
0280-88-87005
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▼ゆかりの会作品展

幼児から大人まで、幅広

い年齢層の会員による、優

美で明るく穏やかな硬筆・

毛筆作品を展示します。

と き

7月28日(日)

午前9時～午後4時

ゆかりの会主 催

倉持問合せ

090-1432-43945

海の日恒例、第15回フラ

フェスティバルを開催しま

す。アロハの風に乗ってハ

ワイの気分をお楽しみくだ

さい。

7月15日(月･祝)と き

開場：午後1時

開演：午後1時

市民音楽ホールところ

無料入場料

坂東市後 援

問合せ

フラフレンズ坂東

張谷 090-2490-89255

赤ちゃんの誕生について学

んだり、おもちゃを手作りし

て、お世話を体験してみませ

んか。

8月1日(木)と き

午前10時～午後3時

岩井保健センターところ

市内在住の中学生対象者

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24日(水)まで申込期限

申込・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-31215

講義や運動などを通して、

けがや障がい予防について

の理解を深めませんか。興

味のある方はお気軽にお立

ち寄りください。

7月11日(木）と き

午前10時～11時

ところ

茨城西南医療センター病院

A棟2階講堂

テーマ

｢今日からできる腰痛予防！｣

無料参加費

当日会場で受付申込方法

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

0280-87-81115

令和元年7月4日発行 ■坂東市秘書広報課■

ハンドボール競技開催
10月3日(木)～7日(月)

7月6日(土)～9月1日(日)開場期間

午前9時～午後5時 ※入場は午後4時まで

月曜日（月曜が祝日の場合はその翌日）休 園 日

区 分 市内の方 市外の方利用料金

３５０円 ７００円大 人

１５０円 ２５０円中学生以下

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。

都市整備課 0297-21-2197問 合 せ 5

30分
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