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誰もが突然、事件や事故
などにあう可能性がありま
す。万一被害にあわれた際
は、境警察署や下記の相談
窓口にご相談ください。被
害にあわれた方やそのご家
族が回復するためには、周
囲の方のご理解と温かな支
援が必要です。皆さんのご
協力をお願いします。
問合せ
▽境警察署
5 0280-86-0110
▽茨城県警性犯罪被害相談
「勇気の電話」
5 029-301-0278
▽(公社)いばらき被害者
支援センター
5 029-232-2736

悪質な業者から金銭や甘
い言葉（うまい話）で土地
利用を求められ、安易に同
意してしまった結果、大切
な土地に廃棄物を不法投棄
されたり、質の良くない残
土を埋め立てられる事案が
発生しています。こうした
被害を防ぐためには、｢う
まい話があっても安易に土
地を貸さない｣という意思
を持つことが必要です。
また、遊休地にいつの間
にか不法投棄されていたと
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いう事例もあります。道路
から奥まった人目につきに
くい土地、手入れが行き届
かない土地などが狙われて
います。定期的な見回り、
進入防止柵や不法投棄禁止
の警告掲示板の設置など地
域ぐるみで監視の目を光ら
せ、不法投棄をさせない環
境づくりに努めましょう。
※不法投棄・野焼きを
見つけたら
不法投棄１１０番↓↓
０１２０いつもみんなでむらなくみはれ

５ ３ ６ - ３ ８ ０
問合せ
▽生活環境課 内線1271
▽茨城県廃棄物対策課
5 029-301-3033

個人事業者を対象に、青
色決算書の作成方法や注意
点などについて、税務署職
員や税理士がご説明します。
①営業所得者
と き 12月5日(月)
午後2時～4時
ところ 境町商工会館
〈境町965-29〉
②農業所得者
と き 12月8日(木)
午前10時～正午
ところ 古河商工会議所
〈古河市鴻巣1189-4〉
問合せ 古河税務署
個人課税第一部門
5 0280-32-4161

①ホールスタッフ募集
（登録職員）
業務内容
市民カフェラウンジ(市役
所新庁舎内)でのサービス業
務(簡単な調理業務を含む)
応募資格 65歳未満の方
時 給 850円
募集人数 5人程度
申込期限 11月21日(月)まで
②保健師(看護師)募集
（ 一般職員 ）
業務内容
地域包括支援センターで
の保健師(看護師)業務、地
域福祉・介護予防事業及び
相談業務等
応募資格
保健師の資格をもつ方ま
たは看護師の資格をもつ方
で地域保健等に関する経験
のある方(准看護師を除く)
給 与
坂東市社会福祉協議会職
員就業規程により支給
募集人数 1人
申込期限 11月30日(水)まで
【 ①②共通事項 】
申込方法
申込書(本所窓口にありま
す)、履歴書（市販のもの）、
保健師・看護師の方は免許
証の写しを社会福祉協議会
本所へご持参ください。
申込・問合せ
坂東市社会福祉協議会本所
〈岩井福祉センター夢積館〉
50297-35-4811
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休館期間
11月14日(月)～21日(月)
問合せ
さしま健康交流センター
遊楽里
5 0297-20-9822

試験日
▽推薦
1月7日(土)～9日(月・祝)
の指定する1日
▽一般（1次試験）
1月21日(土)
生徒手当 月額98,500円
（ 期末手当／年2回 ）
申込期限
▽推薦 12月2日(金)まで
▽一般
1月6日(金)まで

期

問合せ
自衛隊筑西地域事務所
5 0296-22-7239

一般の高校と同じ学科を
学びます。3年 間の教育が
修了したときには、高校の
卒業資格を取得することが
できます。
応募資格
中卒(見込を含む)で17歳
未満の男子

労働者（アルバイトを含
む）を1人でも雇っている
事業主は、労働保険（労災
保険・雇用保険）に加入す
る義務があります。
労災保険とは？
業務災害や通勤災害を受
けた労働者の負傷・病気・
死亡等に対して、事業主に
代わって必要な保険給付を
行い、被災者・遺族を援護
するものです。
雇用保険とは？
労働者が失業した場合や
労働者の雇用継続が困難と
なる事由が生じた場合に、
失業等給付を行うとともに、
再就職を促進するための必
要な給付を行うものです。
問合せ
茨城労働局労働保険徴収室
5 029-224-6213

間
平成29年4月1日～
平成30年3月31日
対象者
60歳くらいまでの社会人
内 容
駐屯地の諸行事に対する
参加、意見要望の聴取、モ
ニター会議への参加等
募集人数 5人
申込期限 12月22日(木)まで
申込・問合せ
陸上自衛隊古河駐屯地
広報班
5 0280-32-4141

茨城労働局では、茨城県
最低賃金を 時間額771円(昨
年度より24円引上げ） に改
定しました。10月1日から
茨城県内の全産業・全労働
者に適用されています。
賃金額が茨城県最低賃金
を下回る雇用契約は、労使
双方の合意であっても、賃
金額については無効とされ、
最低賃金額と同額の契約を
したものとみなされます。
問合せ 茨城労働局賃金室
5 029-224-6216

若年者(学生を除く)や離
職され求職中の方を対象
に、合同就職面接会を開催
します。履歴書を複数枚持
参のうえ、ご参加ください。
と き 12月1日(木)
午後1時10分～3時30分
ところ
筑西合同庁舎大会議室
〈筑西市二木成615〉
参加事業所数 約20社
問合せ
いばらき就職支援センター
県西地区センター
50296-23-3811
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ご相談ください
ディーゼル自動車に使用
する軽油には、1リットル
あたり32.1円の軽油引取税
が課税され、皆さんの生活
の向上のために使われてい
ます。
軽油に灯油や重油を混ぜ
て不正軽油を製造したり、
販売・購入することは脱税
行為です。刑事罰の対象と
なりますので、絶対にやめ
ましょう。不正軽油を使用
している疑いのあるトラッ
クやガソリンスタンドの情
報がありましたら、ご一報
ください。
問合せ
▽筑西県税事務所
課税第一課軽油引取税担当
5 0296-24-9192
▽不正軽油110番
5 0120-241-744
(フリーダイヤル・
24時間受付)

個人で事業を行っている
方で、一定の所得を超えた
場合は個人事業税が課税さ
れます。第2期 分の納付書
を11月中旬に送付しますの
で、11月30日(水)の納期限
までに納付してください。
問合せ
筑西県税事務所境支所
5 0280-87-1120
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こころの病について相談
したい、対人関係で悩んで
いる、生活リズムを整えた
い、部屋の掃除や洗濯がう
まくいかない、福祉サービ
スについて知りたい、働き
たいけど何から始めたら良
いかわからないなど、お気
軽にご相談ください。精神
保健福祉士や専門相談員が
ご相談に応じます。
ご本人はもちろんのこ
と、ご家族の方もご利用い
ただけます。プライバシー
の保護、秘密は厳守します
ので、安心してご相談くだ
さい。
と き
12月10日(土)・17日(土)
午後2時～4時
※1人あたり30分前後の相談
時間です。
ところ
地域活動支援センター煌
（きらめき）相談室
〈坂東市沓掛411-1〉
相談料 無料
申込方法
予約制ですので、相談日
前日の午前10時までにお申
し込みください。
申込・問合せ
地域活動支援センター煌
5 0297-30-3071

不動産、債務、交通事故
など、もめごとや困りごと
について、調停委員（弁護
士、司法書士、税理士、不
動産鑑定士、一級建築士な
ど）が直接相談に応じます。
予約は不要ですので、当日
直接会場にお越しください。
と き 11月24日(木)
午前10時～正午
午後1時～3時
ところ
古河市地域交流センター
（はなももプラザ）
〈古河市横山町1-2-20〉
相談料 無料
問合せ
古河簡易裁判所
5 0280-32-0291

【相談電話番号】
5０２９－８２３－７９３０
ふだん歯医者さんに聞け
ないこと、入れ歯のこと、
子どもの歯の悩み、インプ
ラント、矯正・口臭の悩み、
顎関節症、歯周病、ブラッ
シングの仕方、料金のこと
など、歯に関する悩みや質
問に歯科医師が無料で応じ
ます。匿名で結構ですので、
お気軽にお電話ください。
と

き

主

催

11月20日(日)
午後2時～5時
茨城県保険医協会
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結婚を希望される方のご相
談に無料で応じます。親御
一日無料弁護士相談
さんだけでも大丈夫です。
と き 11月27日(日)
在留資格、労働関係、国
午前10時～午後4時
際結婚、税金、保険、その
ところ 猿島公民館
他生活全般について、弁護
募集人数 20人(先着順)
士が無料で相談(面談)に応
じます。秘密は厳守します。 持ち物
身分証明書、写真Ｌ判
と き 11月27日(日)
申込期間
午前10時～午後3時
11月12日(土)～24日(木)
（受付は午後2時30分まで）
申込・問合せ
ところ
いばらきマリッジサポー
しもだて地域交流センター
ター県西地域活動協議会
アルテリオ2階
野口 5 090-1100-1316
〈筑西市丙372〉
（ 受付は正午～午後7時 ）
電話番号 090-1266-8371
＊メールアドレス
※11月27日のみ通話するこ
yui0104@outlook.com
とができます。
※メールでお申し込みされ
相談言語
る場合は、件名を「坂東
日本語、英語、中国語、
市相談会」とし、本文に
タイ語、タガログ語、ポル
氏名・性別・生年月日・
トガル語、韓国語、スペイ
住所・電話番号を明記し
ン語、インドネシア語、ベ
てください。
トナム語
問合せ
(公財)茨城県国際交流協会
外国人相談センター
5 029-244-3811

講座やイベント

マリッジサポーターは茨
城県から委嘱を受けて、若
者の出会いの相談や仲介な
どを行うボランティアです。
「そろそろ婚活したいけど
どうしたらいいの？」
「いい
人になかなか巡り会えなく
て…」「息子に早く結婚して
ほしいのですが…」など、

クッキング！
坂東市の野菜を使った郷
土料理を作ってみません
か。親子でわきあいあいと
クッキングを楽しみましょ
う。食改さん（食生活改善
推進員）がお手伝いしてく
れます。

と

き 11月19日(土)
午前9時30分～午後1時
ところ 岩井公民館
調理室
対象者
小学3年生以上のお子さ
んとその保護者の方
参加費 無料
持ち物 エプロン、三角巾
募集人数 15組（先着順）
申込・問合せ
健康づくり推進課
5 0297-35-3121

と

き

11月24日(木)
午前8時
猿島公民館集合・出発
ところ 埼玉県川越市
講 師 倉持 訓先生
冨山恵二先生
参加費 2,500円
（昼食代含む／当日徴収）
募集人数 30人（先着順）
申込開始 11月8日(火)～
※午前9時～午後9時にお申
し込みください。
申込・問合せ
猿島公民館
5 0297-44-3154
0280-88-0835
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介護支援専門員の更新研
修（実務未経験者用）及び
再研修（証の有効期間満了
者等用）を実施します。
と き
平成29年1～3月のうち
11日間
ところ 水戸・土浦会場
受講料 35,000円
（テキスト代は別途）
募集人数 各班90人
（3班あり）
申込期限 12月15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
5 029-227-1215
＊ホームページ
http://www.kaigo-center.
or.jp/shibu/ibaraki/index.
html

資料の作成やプレゼンに
欠かせないパワーポイン
ト。実際にプレゼンシート
を作成しながら学んでいき
ます。
と き
12月3日(土)・17日（ 土 ）
午前9時30分～午後4時30分
〈全2日〉
ところ
クリエートＰＣ教室
〈水戸市北見町8-12〉
※無料駐車場あり
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対象者
ひとり親家庭の母・父及
び寡婦で、パソコン初級・
中級以上で2日間必ず出席
できる方
受講料 1,000円
（テキスト代等）
募集人数 15人（先着順）
※託児あり
（要予約・2歳以上）
申込期間
11月7日(月)～22日(火)
申込・問合せ
茨城県母子家庭等就業・
自立支援センター
5 029-233-2355

募集人数 16人（先着順）
持ち物 エプロン、三角巾
◆わら工芸（宝船）
と き 12月11日(日)
午前9時～午後4時
教材費 2,500円
募集人数 20人（先着順）
持ち物
木ばさみ、エプロン、
座布団、昼食
◆キムチ作り教室
と き 12月18日(日)
▽午前:午前9時30分～正午
▽午後:午後1時30分～4時
教材費 600円
募集人数 各20人(先着順)
持ち物 エプロン、三角巾
【申込･問合せ･開催場所】
神大実分館〈月曜休館〉
5 0297-30-1800

【 作 品 展 】
★手編み
（カシミヤの会･編み編み会･
ゆずの実会）
と き
11月5日(土)～17日(木)
午前9時～午後9時
※最終日は午後3時まで
★絵手紙
（友好会･友の会･遊心会）
と き
11月22日(火)～12月4日(日)
午前9時～午後9時
※最終日は午後3時まで
【 受講生募集 】
◆おやき作り教室
と き 12月7日(水)
午後1時30分～3時30分
教材費 700円

坂東混声合唱団では、新
規会員を募集します。新曲
から練習を始めますので、
皆さん一緒のスタートとな
ります。ぜひ四部合唱で
歌ってみませんか。男女問
わず、皆さんの入会をお待
ちしています。
練習日 水曜日
午後7時～8時30分
ところ 岩井公民館
視聴覚室
申込・問合せ
坂東混声合唱団
〈坂東市文化協会加盟団体〉
荒木 50297-35-6340
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募集人数

◆わかりやすい年金教室
と き
1月12日～2月23日の
毎週木曜日〈計6回〉
各日午後6時30分～9時
受講料 10,000円
（テキスト代は別途）
募集人数 20人（先着順）
◆日商簿記3級受験対策講座
と き
①土曜コース
12月3日～2月18日の
毎週土曜日〈計8回〉
各日午前9時～午後4時
②平日コース
1月12日～2月13日の
毎週月・木曜日〈 計8回 〉
各日午前9時～午後4時
受講料 18,000円
(テキスト代･受験料は別途)

教 室 名

20人（先着順）

【 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〉
5 04-7121-1184

いばらきヘルスロードに
指定されている菅生沼遊歩
道・菅生沼自然環境保全地
域を歩きながら、自然とふ
れあい、人とのかかわりや
共生の大切さを学びましょ
う。
と き 12月10日(土)
午前9時集合
集合場所
水海道あすなろの里
〈常総市大塚戸310〉

開 催 日

プチ裂き織り 12月 5日(月) 午前9時30分～午後2時30分

コース（11km）
あすなろの里～一言主神
社～ヘルスロード№103閘
門橋～天神橋～馬洗橋～蓮
花寺～閘門橋～自然博物館
(有料・昼食後見学)～ふれ
あい橋～あすなろの里
参加費 300円
（資料・保険代）
持ち物
飲み物、昼食、レジャー
シート、雨具等
申込期限 12月3日(土)まで
※当日申込も可能です。
申込・問合せ
茨城県ウォーキング協会
深見博
5 090-4122-2225

募集人数 材料費
10人

申込開始

500円

スラッシュ
キルト

12月 6日(火)・13日(火)〈全2回〉
午前10時～午後3時

布ぞうり

12月 7日(水) 午前9時30分～午後2時30分

10人

12月14日(水) 午後1時30分～3時30分

10人

12月17日(土) 午後1時30分～3時30分
12月21日(水) 午後1時30分～3時30分

10人

1,500円 11月16日(水)
午前9時から
400円
電話受付
1,000円
〈先着順〉
1,000円

10人

1,000円

とんぼ玉

8人

参加資格 坂東市・境町・古河市・五霞町に在住または在勤の方
開催場所･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(50297-20-9980)
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■坂東市秘書広聴課■

猿島公民館講座 受講生募集
講 座 名
日
時
0～3歳児の親子
11/26 土曜日
のためのクラシック ①午前10時～10時50分
コンサート
②午前11時～11時50分
楽しい絵手紙
11/27･12/25･1/22･
｢下手がいい!!｣
2/19･3/26 各日曜日
〈全5回〉 午前10時～正午
ガーデニング
11/29･12/20･1/31
｢季節を感じる寄せ 各火曜日
植え｣ 〈全3回〉 午後7時～9時
12/1･12/15･1/12
掛軸表装
各木曜日
〈全3回〉
午後1時30分～3時30分
12/8･12/15･12/22
手打ちそば
各木曜日
〈全3回〉
午後6時～9時30分

内
容
講 師
親子で楽器に触れ、
山崎彩香
体を動かし、
音楽を
中川彩華
楽しみましょう!
思いやりと季節を感じ
猪瀬愛子
る絵手紙を作ります

定員 材料費
各
10組

無料

15人

1回
100円

クリスマスやお正月､
各
1回
春を彩る寄せ植えを 佐々木哲樹
10人 2,000円
作ります
拓 本 、書 画 等 を 裏 打
ち 、表 装 し て 掛 軸 を 初見貞夫 10人 1,000円
作ります
地元産常陸秋そばで
1回
本格的な手打ちそば 倉持 豊 12人
1,300円
を打ってみませんか

※ガーデニング講座は、1回のみの参加もできます。
対 象 者 市内在住・在勤の方
受 講 料 無料（材料費は個人負担）
申込開始 11月8日(火)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉
申込・問合せ 猿島公民館（ 5 0297-44-3154／0280-88-0835）

学生の皆さん！ぜひご参加ください
いきいき大学生向け講座 ～ シニア向け太極拳講座 ～
坂東いきいき大学生の学生生活を応援するための講座を開催します。当日は学生
証に出席の押印をしますので、忘れずにお持ちください。
と
き
12月6日(火) 午前10時～正午
と こ ろ
猿島公民館講堂
募集人数
50人(先着順)
持 ち 物
学生証、タオル、飲み物
申込・問合せ 市民協働課 内線1371
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学生証を
忘れずに！

ハーフマラソン・将門まつりの開催に伴い 11月13日(日) 合図の 花火を打ち上げます。
ご協力をお願いします。
《問合せ》坂東市観光協会（ 5 0297-20-8666）

