坂東市長選挙
投票日は４月２日(日)です
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、市の防災ラジオや情
報メールを利用して、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
テスト配信を行います。防
災ラジオをお持ちの方、情
報メールに登録している方
は、実際の災害とお間違い
のないようご注意ください。
配信日時

2月21日(火)
午前11時

配信内容
「 これは 、テストです 。」
★防災ラジオの購入申込は
交通防災課へ！
★情報メールへの登録は
下記から！
http://www.city.bando.
lg.jp/mail_service/
問合せ
交通防災課
内線1312

坂東市長の任期満了（ 平成29年4月16日 ）に伴い 、
選挙を行います。
告 示 日
投 票 日
開

票

3月26日(日)
4月 2日(日) 午前7時～午後6時
※投票時間を2時間繰り上げます。
4月 2日(日)
▽開 票 所 総合体育館
▽開票時間 午後7時～

立候補予定者説明会、事前審査及び立候補受付は
次のとおりです。
立候補予定者説明会
と き 3月 8日(水) 午後1時30分～
ところ 坂東市役所 2階 2-1会議室
事前審査
と き 3月17日(金) 午前9時～午後5時
ところ 坂東市役所 2階 2-1会議室
立候補受付
と き 3月26日(日) 午前8時30分～午後5時
ところ 坂東市役所 2階 2-1会議室
問 合 せ

坂東市選挙管理委員会
総務課内／内線1322

1

お知らせ版 平成29年2月2日号

市民の皆さんのご意向を
十分に踏まえて、よりよい
高齢者福祉・介護保険事業
を推進するための意向調査
を実施します。
調査票は、65歳以上の方
の中から無作為に抽出され
た方と介護保険サービスご
利用の方に、1月下旬に郵
送しています。調査票を受
け取られた方は、調査票に
記載の期限までにご回答を
いただきますよう、ご理解
とご協力をお願いします。
調査票の種類
①地域支え合い活動に関す
るアンケート調査
②高齢者福祉計画･介護保険
事業計画策定のための調査
問合せ
介護福祉課 内線1171

5 0297-35-2121／0280-88-0111
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。

未成年者の団体は、20歳
以上の責任者をつけてく
ださい。
と き 3月1日(水)
午後7時～
ところ 坂東郷土館ミューズ
問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉
5 0297-35-1711

登録資格
市内在住・在勤の方で構
成されたチームで、参加者
はスポーツ傷害保険に加入
していること

登録料

1団体 12,000円
（総会時に納入）
申込方法
申込用紙に必要事項を記
入のうえ、岩井公民館また
は猿島公民館へ提出してく
ださい。
※申込用紙は各公民館にあ
ります。
申込期間
2月2日(木)～3月3日(金)の
午後5時まで
問合せ
国体･五輪･スポーツ振興課
〈岩井公民館内〉
5 0297-35-1711

茨城県の最低賃金
時間額

７７１円

〈平成28年10月1日から適用〉

茨城県の特定最低賃金
件

平成29年度に市内小中学
校の体育館・武道館・校庭
の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
は必ず出席してください。
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。登録申請書は岩
井公民館にあります。
※団員は、スポーツ傷害保
険への加入が必要です。
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名

鉄鋼業
はん用機械器具、生産用機械器具、業務
用機械器具製造業
計量器･測定器･分析機器･試験機･理化学
機械器具、医療用機械器具･医療用品、光
学機械器具･レンズ、電子部品･デバイス･
電子回路、電気機械器具、情報通信機械
器具、時計･同部分品製造業
各種商品小売業

時間額
８７１円
８４１円

８３７円

８１１円

〈平成28年12月31日から適用〉
《問合せ》

茨城労働局賃金室（5029-224-6216）

お知らせ版 平成29年2月2日号
中皮腫や肺がんなど

交通規制のお知らせ
～ ご協力をお願いします ～
中皮腫や肺がんなどを発
症し、その原因が労働者と
して石綿ばく露作業に従事
していたことにあると認め
られた場合には、労災保険
法に基づく各種の労災保険
給付や石綿救済法に基づく
特別遺族給付金が支給され
ます。
石綿による疾病は、石綿
を吸ってから非常に長い年
月を経て発症することが大
きな特徴です。
中皮腫などでお亡くなり
になられた方が、過去に石
綿業務に従事されていた場
合には、労災保険給付等の
支給対象となる可能性があ
りますので、まずはお気軽
に最寄りの労働局または労
働基準監督署にご相談くだ
さい。
制度の内容については、
厚生労働省のホームページ
からもご覧いただけます。

西仁連川災害復旧工事のため、県道が昼間全面
通行止めとなります。大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解とご協力をお願いします。
と

き

2月6日(月)～4月20日(木) 予定

と こ ろ

県道猿島常総線 平八新田地先

規制内容

昼間全面通行止め
（午前9時～午後5時）

問 合 せ

境工事事務所 河川整備課
50280-87-1954

問合せ
▽茨城労働局
労働基準部労災補償課
5 029-224-6217
▽常総労働基準監督署
5 0297-22-0264
＊ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/
new-info/kobetu/roudou/
gyousei/rousai/120406-1.
html
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5 0297-35-2121／0280-88-0111
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。

と

機器の点検・補修工事の
ため、プール棟が休館とな
ります。休養施設（お風
呂 ）、グラウンドゴルフ等
は、通常どおりご利用いた
だけます。
休館期間
2月13日(月)～22日(水)
※月曜は定期休館日です。
問合せ
猿島コミュニティセンター
〈境町長井戸1732〉
5 0280-87-7223

渡良瀬遊水地のヨシ焼き
は、害虫駆除や野火による
周辺家屋へのもらい火防止、
貴重な湿地環境の保全のた
めに毎年行われています。
風向きや上昇気流により
灰や煙が広範囲に飛び散
り、洗濯物への付着、庭や
屋根への降灰等、大変ご迷
惑をかけることがあります
が、ご理解とご協力をお願
いします。また当日はゴル
フ場を除く遊水地全域（上
空も含む）が関係者以外立
ち入り禁止となります。
※ヨシ焼きの実施状況は、
ホームページ及び自動音
声案内でご確認いただけ
ます。
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き

3月18日(土)
午前8時30分～
第1予備日 3月19日(日)
第2予備日 3月25日(土)
実施範囲
渡良瀬遊水地全域
問合せ
(一財)渡良瀬遊水地
アクリメーション振興財団
5 0282-62-1161
＊ホームページ
http://watarase.or.jp
＊自動音声案内
5 0282-62-0915

福祉の職場への就職を希
望される方や福祉の仕事に
関心のある方を対象に、就
職相談会を開催します。約
30の福祉関係事業所や施設
が参加するほか、福祉の仕
事に関する専門相談員も参
加します。事前申し込みは
不要ですので、お気軽にご
参加ください。
と き 2月11日(土)
午後1時～3時
ところ
水戸駅ビルエクセル本館
6階エクセルホール
〈水戸市宮町1-1-1〉
内 容
個別就職相談・面接、求
職登録・求人情報提供等
問合せ
茨城県社会福祉協議会
茨城県福祉人材センター
5 029-244-4544

平成30年3月大学院、大
学、短大、高専、専門学校
卒業予定者及びおおむね3
年以内の既卒者（平成29年
3月卒を含む）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。事前申し込みは不
要ですので、直接会場にお
越しください。
※茨城労働局ホームページ
から「いばらき企業説明
会2017」参加申込書をダ
ウンロードし、必要事項
を記入してから会場にお
越しいただくと便利です。
◆土浦会場
と き 3月1日(水)
午後1時～3時30分
ところ
ホテルマロウド筑波
〈土浦市城北町2-24〉
参加事業所 40社
◆水戸会場
と き 3月7日(火)
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〉
参加事業所 63社
問合せ
茨城労働局職業安定課
5 029-224-6218

お知らせ版 平成29年2月2日号

いのちの電話とは、孤独
のなかで、さまざまな問題
をかかえながら相談する人
もなく、助けやなぐさめ、
励ましを求めている一人ひ
とりと対話をするボランテ
ィア活動です。
365日、24時間体制で、
電話での相談を受けていま
す（相談電話: 5 029-8551000)。あなたもボランテ
ィア相談員になって、いの
ちの電話の活動に参加しま
せんか。
応募資格
いのちの電話の趣旨に賛
同し、24時間受信体制での
活動に積極的に参加できる
23歳以上の方で、所定の研
修に必ず参加できる方。学
歴、職業は問いません。
研修期間
平成29年6月～平成31年3月
原則として月3回
研修場所 つくば市内
（ 一部 、水戸市の場合あり ）
受講料
第1課程～第5課程
各課程 7,000円
※別途、宿泊費がかかり
ます。
必要書類
2,000字以上のレポート等
募集人数 40人程度
募集期限 5月8日(月)まで
申込・問合せ
茨城いのちの電話事務局
5 029-852-8505

広報紙等に有料広告を
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（平
成29年4月分～平成30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。
掲載内容
販売促進や従業員募集等。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
○広報坂東
＜２色刷り／季節ごとにピンク・緑・青・茶と黒＞
(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＞
(縦)50ピクセル×(横)120ピクセル
gifまたはjpgファイルで4KB以内 ⇒ 1か月間5,000円
※広告のデザイン作成は、申込者の負担となります。
申込期限

3月10日(金)まで

※掲載スペースに余裕がある場合には、随時申込を
受け付けます。
申込・問合せ
秘書広聴課

内線1302

※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。
ホームページ
http://www.city.bando.lg.
jp/page/page001141.html
広報坂東
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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
動車のナンバーを県内ナン
バー（水戸･土浦･つくば）
に変更してください。
▽登録に関する問合せ
土浦自動車検査登録
事務所
5 050-5540-2018
▽納税に関する問合せ
筑西県税事務所
収税第一課
5 0296-24-9190
収税第二課
5 0296-24-9157

5 0297-35-2121／0280-88-0111
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。

放送大学では、平成29年
度第1学期の学生を募集中
です。
放送大学はテレビ、ラジ
オ、インターネットを通し
て学ぶ通信制の大学です。
心理･教育･福祉･経済･歴
史･文学･情報･自然科学な
ど、幅広い分野を学べます。
働きながら学んで大学を
卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、様々な目的で幅
広い世代、職業の方が学ん
でいます。
詳しい資料を無料で送付
しますので、お気軽にお問
い合わせください。
出願期限
第1回 2月28日(火)まで
第2回 3月20日(月･祝)まで

猿島公民館講座
講 座 名

日 時
2月16日(木)
お灸で健康づくり
午後2時～4時
｢自宅でお灸による
3月 2日(木)
セルフケア」
午後2時～4時
〈全3回〉
3月23日(木)
※1回のみの参加も可
午前10時～正午

問合せ
放送大学茨城学習センター
5029-228-0683

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。
と き 2月の1か月間
〈 土曜･日曜を除く 〉
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。
問合せ 茨城司法書士会
5 029-225-0111

受講生募集
内

容

講 師

定員 材料費

めまいと頭痛対策
各
便秘対策とダイエット
張替健志
10人
効果

1回
400円

腰痛予防と頻尿対策

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 2月7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〉
※申し込みが少ない場合は講座を取りやめることがありますので、ご了承ください。
申込・問合せ 猿島公民館 50297-44-3154／0280-88-0835

6

お知らせ版 平成29年2月2日号
ひがしやまかいい

講座やイベント

とうしょうだいじみえいどうしょうへきがてん

海外でも高く評価されて
さんしん

いる三線演奏のプロから、
琉球古典音楽を無料で学べ
るチャンス♪「沖縄が好き
な方 」「古典芸能に興味が
くみおどり

と

き

3月3日(金)
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 2月7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

教 室 名

ある方 」「三線や組 踊を知
りたい方」など、ぜひご参
加ください！実演を交えな
がら、楽しく、わかりやす
く学びましょう。
と

き

3月11日(土)
午後3時～5時
岩井公民館和室

ところ
対象者
市内在住･在勤･在学の方
内 容
琉球古典芸能･組踊とは？
歌･三線の実演
参加費 無料
募集人数 30人（先着順）
申込・問合せ
生涯学習課 内線1222

開 催 日

戦後、国民的人気を誇っ
た日本画家・東山魁夷の画
業の集大成「唐招提寺御影
堂障壁画展」全68面を茨城
県で初公開します。通常非
公開の障壁画を間近で鑑賞
できるまたとない機会です。
水戸の梅まつりとあわせて
ご覧ください。
と き
2月11日(土)～4月2日(日)
午前9時30分～午後5時
ところ 茨城県近代美術館
〈水戸市千波町東久保666-1〉
入館料 一般 1,080円
高大生 850円
小中生 480円
※20人以上の団体割引あり。
満70歳以上の方、障害者
手帳等を持参の方は無料。
問合せ 茨城県近代美術館
5029-243-5111

募集人数 材料費

プチ裂き織り 3月 6日(月) 午前9時30分～午後2時30分

10人

500円

3月 7日(火) 午前9時30分～午後2時30分

10人

400円

3月 8日(水) 午後1時30分～3時30分

10人

1,000円

3月15日(水) 午後1時30分～3時30分
3月18日(土) 午後1時30分～3時30分

10人

1,000円

10人

1,000円

布ぞうり
とんぼ玉

申込開始
2月15日(水)
午前9時から
電話受付
〈先着順〉

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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さしま公民館まつり
と

き 2月24日(金)･25日(土)･26日(日)
午前9時～午後8時
〈26日は午後4時まで〉

ところ 猿島公民館

■坂東市秘書広聴課■

ミューズまつり
と

き

2月25日(土)・26日(日)
午前9時～午後5時
ところ 坂東郷土館ミューズ
（猿島図書館・資料館）

講座生や自主クラブ員の学習成果を発
表します。お子さんからお年寄りまで楽
しめる各種の催しがあります。お誘い合
わせのうえぜひご来場ください。
◆作品展示〈24日～26日〉
◆芸能発表〈25日・26日〉
◆スタンプラリーによる試食コーナー
〈25日 パン、味噌おでん〉
〈26日 芋ようかん、焼き菓子、豚汁〉
◆健康づくりコーナーほか〈25日〉
◆郷土芸能ほか〈26日〉

芸能発表

《問合せ》 猿島公民館
50297-44-3154／0280-88-0835
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特別おはなし会
しゅくさんぼう

◆企画展「孤高の画人・粛 粲 寶作品展」
ギャラリートーク
◆押し花のしおり作り〈自由参加〉
◆春の特別おはなし会〈25日 午前11時～〉
◆天体観望〈25日 午後6時～〉
「宵の明星と冬の星雲・星団を見よう」
※電話申込受付中
◆名作映画会〈26日 午前10時～/午後2時～〉
「花のあと｣ 原作:藤沢周平 主演:北川景子
※入場整理券配布中
◆天体望遠鏡による太陽観望、名産品展、
ブックリサイクルほか
《問合せ》 坂東郷土館ミューズ
50297-44-0055／0280-88-8700

