
働きたい期間を登録して

いただき、条件に合う方を

採用するものです。登録者

が多数の場合は、登録期間

内に採用されない場合があ

ります。

対象者

身体障害者手帳の交付を

受けている方で、自力で通

勤でき、介護者なしに事務

職補助員として職務の遂行

が可能な方

一般事務職募集職種

※勤務時間、賃金等につい

ては、お問い合わせくだ

さい。

申込書類

臨時職員等登録申込書、

履歴書（市販のもの 、身）

体障害者手帳の写し

※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。

登録できる期間

平成29年4月1日～

30年3月31日

(身体に障がいのある方)

受付期間

1月19日(木)～2月24日(金)

〈土曜･日曜を除く〉

申込・問合せ

総務課 内線1324

と き

1月25日(水)◆夜間窓口

午後5時15分～7時15分

2月 5日(日)◆休日窓口

午前8時30分～午後5時15分

収納課窓口ところ

問合せ

収納課 内線1141

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による建築パトロー

ルを、1月28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。

問合せ

都市整備課 内線1243

心身に障がいのある方で

一定の要件を満たす場合に

は、申請に基づき自動車税

及び自動車取得税の減免を

行っています。

下記のとおり、減免申請

の出張窓口を開設しますの

で、申請を希望する方は必

ず筑西県税事務所までお問

い合わせください。

2月17日(金)と き

午前10時～正午

坂東市役所ところ

1階1-1会議室

※新車・中古車新規登録に

係る減免や自動車取得税

の減免については、登録

日から30日以内に土浦県

税事務所自動車税分室で

お願いします。

筑西県税事務所問合せ

収税第一課

0296-24-91905

出張窓口開設

1



市内では、毎年20件前後

の建物火災が発生していま

す。家庭における安全対策

として、住宅用火災警報器

を設置してください。設置

することで、いち早く火災

に気づくことができます。

問合せ

▽坂東消防署

0297-35-21295

▽交通防災課

内線1313

ばんどう市民カードに切

り替えることにより、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。

2月12日(日）と き

午前8時30分～正午

午後1時～5時

ところ

▽市民サービス課

▽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

※上記の身分証明書がない

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・

身分証明書を持参のうえ

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

４ケタの暗証番号登録が

必要です！

暗証番号の登録は本人以

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。

☆従来の「印鑑登録証」も

当分の間、窓口で使用で

きます。

市民サービス課問合せ

内線1113

※｢いわい市民カード｣など

上図と異なる柄の｢市民

カード｣でも､磁気カー

ドであれば、切り替えの

必要はありません。

お知らせ版 平成29年1月19日号
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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。

立川土地改良区総代総選挙
投票日は２月１４日(火)です

立川土地改良区総代総選挙を次のとおり行います。

2月 7日(火）■告示日

2月14日(火)■投票日

35人■選挙すべき総代の数

2月7日(火)・8日(水)■立候補届出日時

午前8時30分～午後5時

市役所総務課■立候補届出場所

▽立川土地改良区■問合せ

0280-88-07135

▽坂東市選挙管理委員会

総務課内／内線1322



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

西 西 古 西

10 115 6 7 8 9

西 西 西 西 西 古 西

12 13 14 15 16 17 18

友 西 西 友 西 古 西

19 20 21 22 23 24 25

西 西 西 西 西 古 西

26 27 28

友 西 西

お知らせ版 平成29年1月19日号
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一 般 対 象 事 業
日 曜日 事 業 名 及び 内 容 実施会場 受付（実施）時間

児童福祉 午前10時15分～正午
献血

センター 午後1時15分～4時
1日 水

岩井保健
いきいき健康相談：保健師・栄養士による

8日 水 健診結果の説明や高血圧など健康について 午前9時30分～11時30分
センター

の相談を行います。
ヨークベニマル 午前10時15分～午後0時15分

献血
坂東店 午後1時30分～4時

13日 月

こころの病をもつ方に、社 岩井保健 午前10時～11時30分精神デイケア：
会復帰を目指したグループ活動を行います センター ※要予約

15日 水
。

塩分と野菜について」をテーマ 猿島保健 午後1時～3時栄養教室：「
に、講話等を行います。 センター ※要予約

16日 木

午後2時～4時
こころの健康相談：こころの病でお困りの

※要予約
23日 木 方とご家族のため、精神科医師による個別

岩井保健
センター

相談を行います。

健康づくり推進課 ０２９７－３５－３１２１問合せ 5

下表中「岩井」は岩井保健センター

こ ど も 対 象 事 業
日 曜日 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間
1日 水 岩井 平成28年10月生 午後１時～１時15分３か月児健診

離乳食教室 午前9時45分～10時
2日 木 岩井

平成28年8月生
※1月23日(月)～27日(金)に、健康づくり推進課へお申し込みください。＜先着20組＞
ひよこサロン（２か月児相談） 平成28年11月生 午前９時15分～９時30分3日 金 岩井

7日 火 １歳６か月児健診 平成27年7月生 午後１時～１時15分岩井
8日 水 岩井 平成25年8月生 午後１時～１時15分３歳児健診

２歳児歯科検診 平成27年1月生 午後１時～１時15分13日 月 岩井
マタニティクラス･ファミリークラス② 妊婦・夫・家族 午後１時～１時15分15日 水 岩井

23日 木 岩井 すくすくサロン 乳幼児 午前９時30分～11時
24日 金 岩井 乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時

※妊娠がわかったら、できるだけ早く健康づくり推進課へお越しください。母子手帳や妊婦健診受診票
を交付します。妊婦健診は、14回まで補助があります （上限あり）。

2月11日（土）建国記念の日

（ ）内科 ホスピタル坂東 沓掛
・

0297－44－2000外科 5

診療時間:午前9時～午後5時

西：茨城西南医療センター病院

（境 町／ 0280-87-8111）5

友：友愛記念病院

（古河市／ 0280-97-3000）5

古：古河赤十字病院

（古河市／ 0280-23-7111）5

月～土曜:午後6時～午後11時

日曜･祝日:午前9時～午後4時

インフルエンザ予防は

毎日の予防習慣から！!



縦覧及び意見書の提出を

希望される方は、都市整備

課までお問い合わせいただ

くか、市ホームページをご

覧ください。

案の内容

沓掛神明地区土地区画整

理事業の区域決定

縦覧・意見書の提出期間

1月24日(火)～2月6日(月)

〈土曜・日曜を除く〉

縦覧場所

▽都市整備課

▽さしま窓口センター

意見書の提出先・問合せ

都市整備課 内線1242

冬の冷え込みが厳しいと

水道管が凍結したり、破裂

する場合があります。長期

間水道を使用しないとき

や、真冬日が続くときは注

意しましょう。

屋外の蛇口、北向きで日

が当たらない場所や風当た

りの強いところ、水道管が

むき出しのところは特に注

意が必要です。

また使用していない給水

管は撤去しましょう。

○凍結を防ぐには

水道管や蛇口の部分を布

きれや毛布などで濡れない

ように保温し、防寒してく

ださい。

○凍結して水がでないときは

凍った部分にタオル等を

かぶせてその上からぬるま

湯をかけてください。熱湯

をかけると水道管が破裂す

るおそれがあります。

○破裂してしまったら

メーターボックス内の止

水栓をしめて、破裂したと

ころに布かテープを巻きつ

け応急手当をした後、市指

定給水装置工事店に修理を

依頼してください。修理費

は、自己負担になります。

問合せ

水道課 内線1253

持ち込みの際には登録時

に交付された登録証をお持

ちください。登録が済んで

いない方は、農業政策課ま

でお問い合わせください。

※農業用ビニール・ポリの

野焼きは法律により禁じ

られています。

と き

1月24日(火)・25日(水)

午前9時～正午

午後1時～4時

ところ

坂東市

リサイクルセンター

〈山2177-87〉

問合せ

農業政策課 内線1292

市では、差押えた不動産

について公売（期日入札）

を実施します。

3月17日(金)と き

午後0時50分～

坂東市役所ところ

1階多目的ホール

公売不動産

●区分番号28-1

780,000円見積価額

80,000円公売保証金

所在・地目・地積

矢作2223・畑・852㎡

矢作2224・畑・588㎡

●区分番号28-2

350,000円見積価額

40,000円公売保証金

所在・地目・地積

矢作2238・畑・654㎡

●区分番号28-3

260,000円見積価額

30,000円公売保証金

所在・地目・地積

矢作2444・山林・433㎡

矢作2445・山林・ 66㎡

矢作2447・畑 ・528㎡

●区分番号28-4

80,000円見積価額

10,000円公売保証金

所在・地目・地積

矢作2507・畑・287㎡

※参加には「買受適格者証

」 。明書 の提出が必要です

農業委員会(内線1278)へ

2月20日(月)までに申請

してください。

収納課 内線1141問合せ

お知らせ版 平成29年1月19日号
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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。



■肝炎相談会

肝炎に関する様々なこと

について、専門医の個別相

談会を開催します。お気軽

にご相談ください。

と き

2月4日・18日・25日、

3月4日・18日の土曜日

午後1時30分～3時30分

※1人あたり20～30分

きぬ医師会病院ところ

相談医

きぬ医師会病院

副院長 対馬健祐先生

無料相談料

申込方法

相談日前日の午後4時ま

でにお申し込みください。

申込・問合せ

きぬ医師会病院肝炎相談係

0297-23-17715

■肝炎対策健康講座

Ｃ型肝炎は、肝硬変や肝

がんになる可能性があるこ

とを知っていますか？最近

は有効で、副作用も少ない

治療があります。早期に発

見！早期に治療！肝炎につ

いての知識を学びましょ

う。

3月23日(木)と き

午後1時30分～3時

ところ

常総市保健センター

演 題

もっと知ろう 肝臓病！「

最新のＣ型肝炎の治療につ

いて」

講 師

きぬ医師会病院

副院長 対馬健祐先生

無料参加費

問合せ

きぬ医師会病院肝炎講座係

0297-23-17715

こころの病や対人関係で

悩んでいるなど、精神保健

福祉士や専門相談員がご相

談に応じます。秘密は厳守

しますので、安心してご相

談ください。

と き

2月4日(土)・18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

（きらめき）相談室

〈沓掛411-1〉

無料相談料

申込方法

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

0297-30-30715

茨城県消費生活センター

では、消費者教育に関する

講師を無料で派遣していま

す。学校や敬老会など地域

団体の学習会、公民館講座、

事業所での研修などで出前

講座を行います。ぜひご活

用ください。詳細について

は、お問い合わせいただく

か、ホームページ(「いば

らき消費生活なび」で検索）

をご覧ください。

問合せ

茨城県消費生活センター

相談試験課

029-224-47225

2月26日(日)と き

午前10時～

ところ

坂東ファミリーボウル

〈ヨークタウン坂東内〉

1人 300円参加費

2月13日(月)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

▽支所 0297-44-29435

0280-88-1000

くらしのセミナー

お知らせ版 平成29年1月19日号
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講座やイベントご相談ください



傾聴とは悩みや問題を抱

えている方のよい聴き手と

なって、信頼関係を築いて

いく技術のことです。ぜひ

ご参加ください。

2月7日(火)と き

午後1時30分～3時

岩井公民館2階ところ

研修室3

対象者

市内在住・在勤で、ボラ

ンティアに興味のある方

講 師

(財)茨城カウンセリング

センター

無料受講料

30人（先着順）募集人数

2月1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

▽支所 0297-44-29435

0280-88-1000

スクエアステップとは、

認知症予防や体力維持など

に効果のある体操です。興

味のある方は、ぜひお問い

合わせください。

と き

2月8日(水)～22日(水)

までの6日間

ところ

岩井福祉センター夢積館

対象者

市内在住のおおむね60歳

以上の方で、意欲的にボラ

ンティア活動が行える方

若干名募集人数

申込期間

1月23日(月)～30日(月)

申込・問合せ

坂東市

地域包括支援センター

0297-44-29435

0280-82-1284

アロマで心も体もアンチ

エイジング！

2月13日(月)と き

午後1時30分～

ところ

岩井福祉センター夢積館

娯楽室

対象者

市内在住・在勤のおおむ

ね60歳以上の女性

内 容

アロマテラピー講座

ハンドマッサージ体験

ハンドクリーム作り

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

500円(用具代等）参加費

20人（先着順）募集人数

申込期間

1月23日(月)～2月6日(月)

申込方法

参加費を添えて、坂東市

社会福祉協議会本所(岩井

福祉センター夢積館内)ま

たは支所(猿島福祉セン

ターほほえみ内)にお申し

込みください。

問合せ

坂東市

地域包括支援センター

0297-44-29435

0280-82-1284

2月26日(日)と き

午前9時～正午

児童福祉センターところ

高校生以上の方対象者

5人募集人数

2月10日(金)まで申込期限

申込・問合せ

交通防災課 内線1312

と き

3月2日(木)・3日(金)

午前10時～午後4時50分

ところ

古河市生涯学習センター

総和（とねミドリ館）

〈古河市前林1953-1〉

4,650円テキスト代

（ ）募集人数 120人 先着順

申込期間

2月1日(水)～24日(金)

午前8時30分～午後5時

※印鑑をご持参ください。

坂東消防署申込・問合せ

0297-35-21295

お知らせ版 平成29年1月19日号
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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。



【 作 品 展 】

◆フラワーアレンジ

（ ）カトレア・エレガンス

と き

2月3日(金)～9日(木)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

◆いけ花

（いけ花同好会・

）28年度講座生

と き

2月11日(土)～17日(金)

午前9時～午後9時

※最終日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

◆かるた会と

杵とうすで餅つきをしよう!

2月12日(日)と き

午前9時30分～午後3時

4歳以上の親子対象者

※小学4年生以上は子ども

だけの参加も可。

参加費

大人500円、小学生以上

300円、未就学児100円

40人(先着順)募集人数

持ち物

エプロン、三角巾、

上ばき、飲み物

◆ミニバンドと歌おう！

日本の歌

2月14日(火)と き

午後2時～4時

40人(先着順)募集人数

◆うどん作り教室

2月22日(水)と き

午前9時30分～正午

600円参加費

16人(先着順)募集人数

エプロン、三角巾持ち物

【申込･問合せ･開催場所】

〉神大実分館〈月曜休館

0297-30-18005

自分の体の状態を知るこ

とは、けがや病気を予防す

るうえで重要だといわれて

います。時間は20分程度で

す。お気軽にお立ち寄りく

ださい。

①腰痛・膝痛予防

2月9日(木）と き

午前10時～正午
内 容

関節の機能や筋力のテス

ト、腰痛･膝痛予防の紹介･

相談

②認知症予防

2月23日(木)と き

午前10時～正午

内 容

記憶力や認知力の検査、

認知症予防の紹介･相談

【 ① ② 共 通 】

ところ

茨城西南医療センター病院

B棟1階会議室

申込方法

当日会場にて受付（最終

受付は午前11時30分まで）

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

菅井・関口

0280-87-81115

お知らせ版 平成29年1月19日号
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児童福祉センターの
楽しいイベントに参加しよう♪

イベントに参加してみたい

子どもたち！開催日の前日

までにお電話くださいね。

開催日時 対 象 ･ 定 員 内 容

2月17日(金) 映写機上映
小学1～6年生

午後3時30分～ ｢ドラゴンクエスト
40人

4時30分 列伝 ロトの紋章｣

小学1～4年生
2月24日(金)

午後3時30分～ おひなさまづくり♪
12人

4時30分

無料参加費

児童福祉センター（ 0297-35-8844）申込・問合せ 5
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日本が世界に誇れる伝統

文化。参加費無料の体験教

室！初心者の方、大歓迎で

す♪

2月11日(土)と き

午後1時～3時

岩井公民館和室ところ

対象者

市内在住･在勤･在学の方

無料参加費

30人（先着順）募集人数

申込・問合せ

生涯学習課 内線1223

2月26日(日)と き

午前10時～午後3時

〈雨天中止〉

ところ

坂東郷土館ミューズ

東側歩道

出店条件

不用品の再利用を目的と

するもの。ただし、食品、

コピー商品、事業活動に伴

う出店（業者の方）などは

不可。出店場所は事務局で

決定します。

無料参加費

申込期間

1月20日(金)～2月3日(金)

申込・問合せ

生涯学習課 内線1223

坂東市は今、刻々と変化

しています。その変化の中

で私たちはどのように活躍

していけば、明るい未来に

なるのか…。

平成の大合併前3,200市

町村すべてを訪問し、地域

振興や特性を熟知した藻谷

浩介さん〈㈱日本総合研究

所主席研究員〉に、坂東市

の未来について語っていた

だきます。

1月29日(日)と き

午後1時30分～3時45分

坂東郷土館ミューズところ

視聴覚ホール

対象者

。どなたでも参加できます

無料参加費

問合せ

市民協働課 内線1371

私たちができること

3月13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

60チーム募集人数

1チーム1,000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）

申込方法

申込書に参加費を添え

て、お申し込みください。

※申込書は岩井公民館にあ

ります。

申込期間

2月3日(金)～10日(金)

午前9時～午後5時

〈土曜･日曜を除く〉

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈岩井公民館内〉

0297-35-17115

平成29年1月19日発行 ■坂東市秘書広聴課■

合図の 花火を打ち上げます。ばんどうホコテンの開催に伴い、 1月28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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