
全国瞬時警報システムと

は、国が発表する地震、津

波、武力攻撃などの緊急情

報を、市民の皆さんへ瞬時

にお伝えするシステムです。

、このシステムを利用して

全国一斉に試験放送・配信

を行います。市では今回、

防災ラジオと情報メールで

お伝えします。実際の災害

とお間違いのないよう、ご

注意ください。

2月19日(水)配信日時

午前11時

◎防災ラジオの申込みも受

付中です。

交通防災課問合せ

0297-21-21805

①給食調理員

勤務先

岩井学校給食センター

勤務日時

月曜～金曜

午前8時～午後4時45分

日額6,600円賃 金

随時受付申込期間

※勤務時間は相談に応じます｡

②発達指導員

申込資格

発達に心配のある子の療●

育経験や理解のある方

教諭免許、保育士資格等●

をお持ちの方

こども発達センター勤務先

勤務日時

月曜～金曜

午前8時30分～午後5時15分

日額7,700円賃 金

2月27日(木)まで申込期限

【 共 通 事 項 】

申込方法

次の書類を総務課に持参

または郵送してください。

臨時職員等登録申込書●

市販の履歴書●

（写真貼付・本人自筆）

資格証明書の写し●

（発達指導員を希望の方

で、資格がある場合）

※申込書は総務課、さしま

窓口センターにあります。

市ホームページからもダ

ウンロードできます。

問合せ

①は岩井学校給食センター●

0297-36-88885

②はこども発達センター●

0280-88-01005
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可燃ごみの収集日となって2月11日(火)〈建国記念の日〉･24日(月)〈振替休日〉のごみ収集

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 0297-21-21895

総合体育館 土足禁止のお願い

1月28日から、体育館内は土足禁止となりました。総合体育館入口にシュー

ズボックス（下駄箱）を設置しましたので、ご来館の際は内履きをご持参の

うえご利用ください。ご理解とご協力をお願いします。

国体･五輪･スポーツ振興課〈総合体育館内〉 0297-35-1711問合せ 5 ▲土足禁止マーク



これまで市で実施していた

24時間電話健康相談サービス

「ばんどうホットライン24」

( 0120-895810)は、3月31日5

(火)でサービスを終了しま

す。

4月1日(水)からは、次の救

急電話相談のご利用をお願い

します。

■茨城子ども救急電話相談

《対象:１５歳未満》

＃８０００ または5

０３－５３６７－２３６７5

■茨城おとな救急電話相談

＃７１１９ または5

０３－５３６７－２３６５5

急な病気やけがの際、救急

車を呼ぶか、病院に行った方

が良いか、様子を見ても大丈

夫か等のご相談に、看護師が

応じます。

24時間365日相談時間

(年中無休)

無料相談料

※通話料は利用者負担となり

ます。

健康づくり推進課問合せ

0297-35-31215

令和2年度における市内小

中学校体育館・武道館・校庭

の利用を調整する会議を行い

ます。利用を希望するスポー

ツ･レクリエーション団体(団

、員が10人以上)の代表の方は

出席をお願いします。

※各団体の団員は、スポーツ

傷害保険への加入をお願い

します。また、未成年者の

団体は、20歳以上の責任者

が必要です。

3月5日(木)と き

午後7時～

ところ

総合体育館(主競技場)

※内履きをお持ちください。

参加方法

登録申請書に必要事項を記

入のうえ、当日持参してくだ

さい。登録申請書は総合体育

館にあります。

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

現在、粗大ごみの自己搬入

先は、弓田粗大ごみ置場、坂

東市リサイクルセンターの2

か所ですが、4月1日(水)から

坂東市リサイクルセンターの

みとなります。

なお、自己搬入の手続きは

変わりません。ご理解とご協

力をお願いします。

手続方法

①粗大ごみを自分の車に積み

ます。

②生活環境課またはさしま窓

口センターで手続きし、許

可証の交付を受けます。

③許可証を持って自分で搬入

します。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

お知らせ版 令和2年2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）

子宮がん・乳がん集団検診 申込受付中

実施日 実施会場

岩井保健センター
3月1日(日)・3日(火)・

7日(土)・9日(月)・10日(火)

子宮がん検診：20歳以上の女性の方対象者

乳 が ん 検 診：30歳以上の女性の方

※乳がん検診では 「30歳代の方」と「40歳以上の奇、

数年齢の方」は超音波検査、 ｢40歳以上の偶数年齢

の方」はマンモグラフィ検査を行います。

各検診1,000円（75歳以上の方は無料）負担金

◎次の方には「無料クーポン券」を昨年5月に郵送し

ていますので、ぜひご利用ください。

子宮がん検診：平成10年4月2日～平成11年4月1日生●

乳がん検診：昭和53年4月2日～昭和54年4月1日生●

健康づくり推進課 0297-35-3121申込・問合せ 5

マイナンバーカードを利用することで、各種証お持ちですか？マイナンバーカード

。 、 。明書をコンビニで取得することができます 交付手数料は200円 窓口よりお得です

★右ページへ
続く



市では、悪質な勧誘や振り

込め詐欺などの電話詐欺被害

を防止するため、自動通話録

音装置の貸出を無料で行って

います。数に限りがあります

ので、ご希望の方はお早めに

お申し込みください。

対 象

65歳以上の高齢者のみの世

帯(1世帯1台)

貸出期限

令和4年2月28日(月)まで

申込・問合せ

介護福祉課

0297-21-21935

4月1日(水)から、さしまク

リーンセンター寺久に直接搬

入される事業系ごみ(事業所･

商店･飲食店等から発生する

ごみ)の搬入手数料を、次の

とおり改定します。

なお、生活系ごみの搬入手

数料は変わらず200円／10㎏

です。皆さんのご理解とご協

力をお願いします。

事業系ごみの搬入手数料

改定前 200円／10㎏●

改定後 220円／10㎏●

問合せ

さしま環境管理事務組合

さしまクリーンセンター寺久

0297-20-99775

お知らせ版 令和2年2月6日号

3

広報紙・市ホームページに
有料広告を掲載しませんか？

広報紙 市ホームページ に掲載する有料広告 令「 」「 」 （

和2年4月分～令和3年3月分）を募集します。新たな広

告媒体として、ぜひご活用ください。

申込資格

市内・古河市・下妻市・常総市・守谷市・境町・

、五霞町・八千代町・野田市に住所または事業所があり

市税等を滞納していない方

、 。※ホームページについては 住所の制限はありません

販売促進や従業員募集等掲載内容

※政治・宗教活動、意見広告、公の秩序や善良の風俗

に反するものは掲載できません。

規格･掲載料

広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。

○広報坂東 ＜カラー＞

毎月第3木曜日発行 発行部数15,100部

(縦)4.8cm×(横) 8.6cm枠 ⇒１回10,000円

(縦)4.8cm×(横)17.7cm枠 ⇒１回20,000円

○坂東市ホームページ ＜カラー＞

月平均約46,700アクセス(トップ画面)

(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル

データ形式：gifまたはjpgファイル

データサイズ：4KB以内 ⇒ 1か月間5,000円

3月6日(金)まで申込期限

※掲載スペースに余裕がある場合には、随時申込みを

受け付けます。お気軽にお問い合わせください。

秘書広報課申込・問合せ

0297-20-82655

※要綱・申込書は、市ホームペー

ジからダウンロードできます。

市外の方は、納税証明書のご提

出をお願いします。

＊ホームページ

｢坂東市広告｣で検索

Ìまたはこちらから 広報坂東

取得できる証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、

所得証明書（児童手当用を含む） 《問合せ》市民課 0297-21-21865

★左ページから
続く



自動車税は県の重要な財

源となっています。転居な

どで茨城県に転入された方

は、住民登録とあわせて、

自動車の県内ナンバー（水

戸・土浦・つくば）への変

更をお願いします。

登録に関する問合せ●

土浦自動車検査登録事務所

050-5540-20185

自動車税に関する問合せ

筑西県税事務所収税第一課

0296-24-91905

■予備自衛官補(一般･技能)

自衛官未経験の社会人・

学生の方を予備自衛官補と

して公募・採用し、教育訓

練修了後、予備自衛官とし

て任用する制度です。

応募資格

一般公募●

18歳以上34歳未満の方

技能公募●

語学・医療・整備などの

国家資格免許等をもつ18歳

以上55歳未満の方（資格免

許により異なります）

試験日

4月18日(土)～22日(水)

の間の指定された1日

4月10日(金)まで申込期限

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

令和3年3月に大学院、大

学、短大、高専、専門学校

を卒業予定の方やおおむね

3年以内の既卒者（令和2年

3月卒を含む）の方を対象

に、企業説明会を開催しま

す。茨城県内に所在または

就業場所のある事業所が参

加します。事前申し込み不

要・参加費無料です。

茨城労働局ホームページ

から「いばらき企業説明会

2020」参加申込書をダウン

ロードし、必要事項を記入

のうえ会場にお越しいただ

くとスムーズです。お気軽

にお越しください。

■土浦会場

3月3日(火)と き

午後1時～3時30分

ホテルマロウド筑波ところ

〈 〉土浦市城北町2-24

40社参加企業

■水戸会場

3月10日(火)と き

午後1時～3時30分

ところ

ホテルレイクビュー水戸

〈水戸市宮町1-6-1〉

63社参加企業

主 催

茨城労働局●

茨城県●

県内各ハローワーク●

問合せ

茨城労働局 職業安定課

029-224-62185

2月は「相続登記はお済

みですか月間」です。相続

登記に関する相談を各司法

書士事務所において無料で

実施しています。

2月の1か月間と き

〈 〉土曜･日曜･祝日を除く

ところ

県内の各司法書士事務所

申込方法

事前に各司法書士事務所

にご予約ください。

茨城司法書士会問合せ

029-225-01115

交通事故に遭い、損害賠償

や示談の進め方などでお困り

の方の相談に、交通事故相談

員が無料で応じます。弁護士

相談(事前予約制)も行ってい

ます。電話または来所にて、

お気軽にご相談ください。

と き

毎週月･火･水･金曜

午前9時～正午●

午後1時～4時45分●

〈祝日を除く〉

ところ・問合せ

県西地方交通事故相談所

〈筑西市二木成615〉

0296-24-91125

お知らせ版 令和2年2月6日号

4

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）

ご相談ください

平日の来庁が難しい方のため、印鑑登録の休日窓口を印鑑登録 休日窓口を開設

。 （ ） 。毎月第3日曜日に開設しています 次回の開設日は2月16日 日 午前8時～正午です

★右ページへ
続く

●



【相談電話番号】

０２９－３５０－２００１5

「性暴力被害者サポート

ネットワーク茨城」は、性

暴力の被害に遭われた方が

迅速に支援を受けられるよ

うに設けられたネットワー

クです。

電話相談の内容に応じ

て、面接・病院紹介・関係

機関への付き添い支援など

を行います。相談は無料、

秘密厳守で女性相談員が対

応します。一人で悩まず、

まずはご相談ください。

相談時間

午前10時～午後4時

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

問合せ

茨城県生活文化課

安全なまちづくり推進室

029-301-28425

頭を強くぶつけた後や脳卒

中等の病気の後に 「新しい、

ことが覚えられない 「今ま」

でと違う」と感じたら、高次

脳機能障がいかもしれませ

ん。

■高次脳機能障がいとは？

事故や病気などで脳がダメ

ージを受け、記憶・注意・感

ネットワーク茨城

情などの「高次」な脳をつか

さどる機能に生じる障がいで

す。

高次脳機能障がいは外見か

らはわかりづらく、周りや本

人も気付かないことがありま

す。

■相談窓口をご利用ください

茨城県高次脳機能障害支援

センターでは、専任の支援コ

ーディネーターが相談に応じ

ます。電話または来所にて、

お気軽にご相談ください。

と き

午前9時～午後5時

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

ところ・問合せ

茨城県高次脳機能障害

支援センター

〈阿見町阿見4669-2〉

029-887-26055

3月29日(日)～と き

岩井球場ほかところ

参加資格

茨城県内在住・在勤の方

で、スポーツ傷害保険に加入

していること

1チーム15,000円参加費

内訳：参加費10,000円＋

登録費 5,000円

申込方法

申込書に必要事項を記入の

うえ、総合体育館でお申し込

みください。申込書は総合体

育館にあります。

申込期間

2月7日(金)～3月6日(金)

〈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

3月16日(月)と き

ところ

大利根カントリークラブ

参加資格

市内在住･在勤の方4人1組

で編成されたチーム

1チーム2,000円参加費

※プレー料金1人14,000円は

当日精算となります。

（昼食･キャディ･パーティー

代等を含む）

60チーム(先着順)募集人数

申込方法

申込書に参加費を添えて、

総合体育館でお申し込みくだ

さい。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。

申込期間

2月14日(金)～21日(金)

〈土曜･日曜を除く

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

お知らせ版 令和2年2月6日号

5

講座やイベント

。ところ：市民課・さしま窓口センター ※臨時窓口での登録は本人に限ります

詳細については、お問い合わせください。 《問合せ》市民課 0297-21-21865

★左ページから
続く



口の健康は身体の健康に

大きく影響していることを

ご存じですか。歯周病予防

について、歯科衛生士がお

話しします。お気軽にお申

込みください。

2月21日(金)と き

午後1時30分～3時

岩井保健センターところ

歯科衛生士講 師

飯村伶子氏

無料参加費

50人(先着順)募集人数

申込・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-31215

あなたの気持ちに寄り添

うパートナーを探すため、

はじめの一歩を踏み出して

みませんか。

3月8日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内レストランところ

対象者

45歳以上の独身男女

※男性は市内在住の方また

は結婚を機に坂東市に住

む予定のある方。女性は

地域制限なし。

2,000円参加費

男女各8人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

い の ち

ｰ全身の健康は､お口の健康からｰ

2月21日(金)まで申込期限

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835

｢香り｣が認知症の予防に

効果があると言われていま

す。アロマテラピーを始め

てみませんか。

3月3日(火)と き

午後1時30分～3時30分

ところ

猿島福祉センターほほえみ

〈山2721〉

対象者

市内在住・在勤のおおむね

65歳以上の方

内 容

認知症とアロマについて●

オイルブレンド実習●

ハンドマッサージ●

講 師

NPO法人日本アロマテラピー

活動サポートセンター

アロマセラピスト

大場直緒氏

500円(当日集金）参加費

20人(先着順)募集人数

フェイスタオル2枚持ち物

申込期間

2月10日(月)～25日(火)

午前8時30分～午後5時15分

〈土曜･日曜･祝日を除く〉

申込・問合せ

坂東市北部地域包括支援

センター 社会福祉協議会

0297-44-29435

0280-82-12845

今年は「縁起物」をテー

マに、宝袋・さるぼぼ・み

かん・桃の花など、彩り鮮

やかなつるし飾りをたくさ

ん展示します。

と き

2月9日(日)～3月7日(土)

午前10時～午後5時

※月曜(祝日の場合は翌平日)

は休館です。

ところ

観光交流センター秀緑●

坂東郷土館ミューズ●

■秀緑でイベントも開催！

とき・内容

①2月11日(火･祝)

午前11時～●

和風ストラップ作りワーク

ショップ

午前11時／午後2時 寸劇●

②3月1日(日)

午前10時～ 甘酒提供●

午前11時～●

お楽しみ抽選会、和風スト

ラップ作りワークショップ

午前11時／午後2時 寸劇●

問合せ

坂東ひな飾りプロジェクト

田村 090-4733-34395

お知らせ版 令和2年2月6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）

ご登録ください
情報メール一斉配信サービス

市から｢イベント・行政情報｣

や｢災害情報」等を

Ì配信！詳しくは･･･

不法投棄や野焼きは、法律で禁止されています。不法投棄・野焼きは犯罪です

見つけたら ｢不法投棄110番｣ 0120-536-380 県廃棄物対策課 にご連絡を！、 （ ）5

★右ページへ
続く



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。

3月5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

今日から出来る認知症予防！

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

全国から参加する仲間と

一緒に、共同生活や野外活

動など、思い出に残る楽し

い体験をしませんか。

在日外国人小学生も参加

するので、活動を通し言語

や習慣を超えて友情を深め

る国際交流もできます。

と き

3月26日(木)～4月1日(水)

ところ

鹿児島県大島郡与論町
よ ろ ん

小学2年生～6年生対象者

参加費

水戸駅出発 151,000円

羽田空港発 139,000円

南の島で国際交流
※出発希望地についてはお

問い合わせください。

300名募集人数

3月5日(木)まで申込期限

■説明会

2月11日(火･祝)･と き

24日(月･休）

午後2時～3時30分

ところ

国立オリンピック記念

青少年総合センター

〈東京都渋谷区代々木

神園町3-1〉

問合せ

(公財)国際青少年研修協会

03-6417-97215

＊ホームページ

「国際青少年研修協会」

で検索

お知らせ版 令和2年2月6日号
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、 （ ）さしまクリーンセンター寺久では 令和2年度に開催するリサイクル教室 長期教室

の参加者を募集します。長期教室は、1年を通して開催し、数点の作品を作成します。

この機会にぜひお申し込みください （短期教室の募集は、3月5日号から掲載します｡）。

教室名 開催日 時 間 定員 材料代 持ち物

裂き織り 毎月第1･第3金曜日 午前10時～正午 6人 2,500円 ハンカチ2･3枚

小刀､前掛け､
竹工画 毎月第1･第3火曜日 午前9時30分～11時30分 10人 2,500円

木バサミ

毎月第1･第3月曜日 午前9時30分～正午 10人 1,500円 木工用ボンド､

クラフト 毎月第3木曜日 午前9時30分～11時30分 10人 1,000円 鉛筆､洗濯バサ

毎月第2･第4金曜日 午前9時30分～正午 10人 1,500円 ミ､メジャー

坂東市・古河市・境町・五霞町に在住・在勤の方参加資格

はがきに教室名･住所･氏名･電話番号を記入のうえご郵送ください。応募多申込方法

数の場合は抽選となります。当選された方にのみ、封書でお知らせします。

3月16日(月)まで〈必着〉申込期限

〒306-0656 坂東市寺久1353-1ところ・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

0297-20-99805

休日・夜間に見つけた場合は、境警察署 0280-86-0110にご連絡ください。5

《問合せ》生活環境課 0297-21-2189、県廃棄物対策課 029-301-30335 5

★左ページから
続く
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令和2年2月6日発行 ■坂東市秘書広報課■

さしま公民館まつり ミューズまつり

2月21日(金)～23日(日) 2月22日(土)・23日(日)と き と き

午前9時～午後8時 午前9時～午後5時

坂東郷土館ミューズ
※23日は午後4時まで

ところ

猿島公民館 （猿島図書館・資料館）ところ

講座生や公民館で活動している各種団 ◆企画展「飯沼廻りの天神信仰」

体の学習成果を発表します。お子さんか ◆押し花のしおり作り〈自由参加〉

〈 〉らお年寄りまで楽しめる各種の催しもあ ◆春の特別おはなし会 22日 午前11時～

ります。お誘い合わせのうえ、ぜひご来 ◆ファミリーコンサート

場ください。 「早春のフォークソングコンサート」

〈22日 午後2時30分～〉※整理券配布中◆作品展示〈21日～23日〉
◆天体観望「カノープスを見よう リベンジ！｣◆芸能発表〈22日・23日〉
〈22日 午後6時～8時〉※要申込◆スタンプラリーによる試食コーナー
◆名作映画会「くちびるに歌を」〈22日 味噌おでん、焼きたてパン〉
〈23日 午前10時～/午後2時～〉〈23日 豚汁、焼き菓子、クッキー〉
※整理券配布中◆無料試食コーナー〈22日・23日〉

、 、ポップコーン、プリン、ヨーグルトなど ◆天体望遠鏡による太陽観望 名産品販売

ブックリサイクルほか◆健康づくりコーナーほか〈22日〉

◆郷土芸能ほか〈23日〉 坂東郷土館ミューズ問合せ

0297-44-0055／0280-88-87005

猿島公民館問合せ

0297-44-3154／0280-88-08355

▲昨年のさしま公民館まつりの様子

○散歩時のフンは必ず持ち帰りましょう。
○最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。

めざせ！
ナンバーわん飼い主！

ごみ減量イベント｢リサイクルフェア｣も

ミューズまつり内で開催します！

〈22日 午前9時～午後3時〉

リサイクル自転車抽選会 ※当日午前中受付

ポスター・標語展示、表彰式、

リサイクル品販売、ウルトラごみクイズ

生活環境課 0297-21-2189問合せ 5
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