
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

0280-86-01105

▽茨城県警性犯罪被害相談

「勇気の電話」

029-301-02785

▽(公社)いばらき被害者

支援センター

029-232-27385

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

たという事例もあります。

多くの場合、最終的に土地

所有者が片付けることになっ

てしまいます。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、

一人ひとりが対策をとり不法

投棄を未然に防ぎましょう。

問合せ

▽生活環境課

0297-21-21895

▽茨城県廃棄物対策課

029-301-30335

市では、Ｂ型・Ｃ型ウイ

ルス性肝炎の治療を受ける

方の経済的負担の軽減を図

るため、治療に要した費用

の助成（平成30年3月31日

まで）を行っています。

助成額

自己負担額の2分の1

助成対象者

次のすべての要件を満た

している方

①茨城県肝炎治療費助成事

業により、医療費の助成

を受けている方

②申請日の1年以上前から

引き続き市内に住所を有

する方

③市税に滞納のない方

申請方法

治療終了後、健康づくり推

進課へ申請してください。

申請・問合せ

健康づくり推進課

0297-35-31215

1

不法投棄・野焼きを

見つけたら

不法投棄１１０番

０ １ ２ ０ -5

５ ３ ６ - ３ ８ ０
いつもみんなでむらなくみはれ

休日･夜間は境警察署へ

0280-86-01105

可燃ごみの収集日となっている地区では、11月23日(木)〈勤労感謝の日〉のごみ収集

可燃ごみに限って収集を行います 《問合せ》生活環境課 0297-21-2189。 5



茨城租税債権管理機構で

は、一般の方も参加できる

入札により不動産を公売し

ます。詳細については、お

問い合わせいただくか、ホ

ームページをご覧くださ

い。

※公売は中止になる場合が

あります。

12月5日(火)と き

午後1時20分～2時

※午後1時から入札につい

ての説明を行います。

ところ

水戸合同庁舎2階大会議室

〈水戸市柵町1-3-1〉

公売不動産

売却区分番号29-44

10,470,000円●見積価額

1,050,000円●公売保証金

①上出島字南原1486番3

山林・49㎡地目・地積

②上出島字南原1486番4

山林・270㎡地目・地積

③上出島字南原1486番8

山林・445㎡地目・地積

④上出島字南原1486番21

山林・0.16㎡地目・地積

⑤上出島字南原1486番28

山林・105㎡地目・地積

⑥上出島字南原1487番地12、

上出島字南原1487番地13

1487番12家屋番号

居宅種 類

木造瓦葺2階建構 造

1階 62.00㎡床面積

2階 53.00㎡

問合せ

茨城租税債権管理機構

029-225-12215

＊ホームページ

http://www.ibaraki-sozei.jp/

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(木)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

0280-87-11205

期 間

平成30年4月1日～

平成31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

5人募集人数

1月8日(月)まで申込期限

申込・問合せ

陸上自衛隊古河駐屯地

広報班

0280-32-41415

入館者に対する展示品・

資料の解説、館内の案内、

入場券売・改札などを行う

非常勤嘱託員を募集しま

す。

若干名採用人数

雇用期間

平成30年4月1日～平成31

）年3月31日(4回まで更新可

※平成30年3月中に15日間の

事前研修あり(日給支給)

週4日交替制勤務日時

午前9時～午後5時15分

（土曜・日曜・祝日も勤務

対象、有給休暇あり）

月額148,000円給 与

（通勤手当・賞与あり）

応募方法

履歴書(写真を貼付)、志

望動機についての作文(原

稿用紙2枚、800字以内)、

結果通知用返信封筒(宛名

を記入し 92円切手を貼付)、

を持参または郵送してくだ

さい。郵送の場合は封筒に

「ミュージアムコンパニオ

ン応募書類在中」と朱書き

し 「簡易書留」等確実な、

方法をとってください。

申込期間

12月1日(金)～1月5日(金)

申込・問合せ

ミュージアムパーク

茨城県自然博物館管理課

0297-38-20005

＊ホームページ

http://www.nat.museum.ibk.

ed.jp/

お知らせ版 平成29年11月2日号
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◆高等工科学校生徒

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

中学校卒業または中等教

育学校前期課程修了(見込

を含む)で17歳未満の男子

試験日

▽推薦

1月6日(土)～8日(月･祝)

の指定する1日

▽一般（1次試験）

1月20日(土)

申込期限

▽推薦 12月1日(金)まで

▽一般 1月9日(火)まで

◆自衛官候補生(男子･女子)

応募資格

採用予定月の1日現在、

18歳以上27歳未満の方

受付時に通知試験日

※申込は随時受け付けて

います。

【 共 通 事 項 】

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

①全館休館

休館期間

12月4日(月)～11日(月)

※グランドゴルフのみ受付

しています。

〈 〉②温水プール休館 改修工事

休館期間

12月4日(月)～1月4日(木)

※工事期間は予定ですので、

ご利用の際はお問い合わ

せください。

問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

お知らせ版 平成29年11月2日号

3

県立特別支援学校 学校公開のご案内

会 場 日 時 内 容 申込期限 問合せ ホームページ

11/21(火)～28(火) 0280-87-8231
県立境特別 授業参観

5

http://www.sak
支援学校 講演会

午前9時15分～ 11/14 0280-87-5613

koho@sakai-s ai-sn.ibk.ed.jp/
境町塚崎2170 教材展示

午後0時20分 (火) 

n.ibk.ed.jp※土曜･日曜･祝日を除く

概要説明 029-221-3388
11/23(木･祝)

5

http://www.iba県立盲学校 授業参観 029-225-4328
午前9時40分～ ―

koho@ibaraki raki-sb.ibk.ed.jp/水戸市袴塚1-3-1 施設見学
午後3時10分



-sb.ibk.ed.jp個別相談※

http://www.kas県立霞ヶ浦
授業公開 029-889-15555

umigaura-sd.ib聾学校
11/29(水) 難聴疑似体験 11/15 029-889-2413ろう

k.ed.jp/阿見町上長3-2
午前10時～午後3時 講演会 (水) koho@kasumi

gaura-sd.ibk.ed.jp個別相談

※盲学校個別相談は希望者のみ、午後3時10分からとなります。

申込用紙に必要事項を記入のうえ、 またはメールでお申し込みください。申込方法 FAX

申込用紙は各校ホームページからダウンロードできます。

（境特別支援学校は電話でもお申し込みできます ）。



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。

保険制度の詳細及び加入

手続きについては、お問い

合わせください。

問合せ

茨城労働局労働保険徴収室

029-224-62135

集積所にごみを出す際の

指定ごみ袋は、無色透明な

ビニール袋で、その最長辺

の長さが80cm以下と決まっ

ています。

半透明、スーパーやコン

ビニ等のレジ袋、最長辺の

長さが80cmを超える袋でご

。みを出すことはできません

トラブルの元にもなりま

すので、集積所にごみを出

す際は、指定ごみ袋かどう

かをよく確認してから出し

ましょう。

生活環境課問合せ

0297-21-21895

研修受け入れ農家のもと

で、ネギとレタスの周年生

産技術を学びませんか。土

づくり・育苗・栽培管理・

病害虫防除などの管理作業

から、収穫・出荷調整作業

まで体系的に研修できま

す。詳細についてはお問い

合わせください。

2人募集人数

対象者

次のすべての要件を満た

している方

①農業次世代人材投資事業

（準備型）を利用できる方

②40歳くらいまでの方

③普通自動車免許を持ち、

研修先まで自家用車等で

通える方

④研修終了後は 岩井園J A

芸部会員として、独立し

農業経営を行う意欲のあ

る方

申込・問合せ

岩井本店経済部J A

0297-35-83345

県西農林事務所坂東地域

農業改良普及センター

0297-34-21345

建設業退職金共済制度

は、建設現場で働く方々の

福祉の増進と建設業を営む

中小企業の振興を目的に設

立された退職金制度です。

加入できる事業主

建設業を営む方

対象となる労働者

建設業の現場で働く方

日額310円掛 金

制度の特長

国の制度なので安全、確●

実、申し込み手続は簡単

です。

経営事項審査で加点評価●

の対象となります。

掛金の一部を国が助成し●

ます。

、● 掛金は事業主負担ですが

法人は損金、個人は必要

経費として扱われ、全額

非課税となります。

事業主が変わっても退職●

金は企業間を通算して計

算されます。

問合せ

独立行政法人

勤労者退職金共済機構

建退共茨城県支部

029-225-00955

お知らせ版 平成29年11月2日号
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11月は「過重労働解消キ

ャンペーン」期間です。

週の労働時間が60時間を

超えるなどして、1か月の

時間外労働が80時間を超え

ると、過重労働による健康

障害を発症するおそれが強

まります。労働者・事業主

が協力して職場の働き方を

見直し、長時間労働の削減

に取り組みましょう。

また、事業主は労働者が

時間外労働・休日労働を行

った場合には、割増賃金を

適正に支払いましょう。

茨城労働局監督課問合せ

029-224-62145

、 、 、 、夫婦 親子 相続 扶養

金銭、土地建物、交通事故

など、身の回りのことでお

困りの方のご相談に、裁判

所の調停委員が無料で応じ

ます。秘密は厳守します。

ただし、裁判中や調停中の

案件はご遠慮ください。

11月26日(日)と き

午前10時～午後3時

※受付は午前9時30分～午後

3時(予約不要･先着順)

ところ

常総市石下総合福祉センター

〈常総市新石下4365〉

問合せ

水戸地方家庭裁判所

下妻支部家事係

0296-43-71935

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2日(土)・16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

〈沓掛411-1〉

無料相談料

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

0297-30-30715

財務省関東財務局水戸財

務事務所では、無料で相談

を受け付けています。

①投資勧誘詐欺相談

０２９－２２１－３１９５5

電話やダイレクトメール

での詐欺的な投資勧誘や架

空請求の被害が急増してい

ます。おかしいな？と思っ

たら、迷わず相談してくだ

さい。

相談日時

月～金曜：午前8時30分～正午

午後1時～5時

※土曜・日曜・祝日を除く

②借金・多重債務相談

０２９－２２１－３１９０5

借金・クレジットカード

ローン・各種ローンなどの

相談に、専門の相談員が応

じます。借金の整理の方法

や家計管理、生活再建の手

助けとなる制度などを、必

要に応じてご提案します。

相談日時

月～金曜：午前8時30分～正午

午後1時～4時30分

※土曜・日曜・祝日を除く

お知らせ版 平成29年11月2日号
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【相談電話番号】

０２９－８２３－７９３０5

普段、歯科医師に聞けな

いこと、入れ歯のこと、お

子さんの歯の悩み、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

問に茨城県保険医協会の歯

科医師が応えます。相談は

無料です。

11月12日(日)と き

午後2時～5時

一般社団法人主 催

茨城県保険医協会

【相談電話番号】

０５７０－０７０－８１０5

職場における男女差別や

セクハラ、夫・パートナー

からの暴力やストーカーな

ど、女性の人権侵害に関す

る相談に、人権擁護委員や

法務局職員が応じます。秘

密は厳守します。

と き

11月13日(月)～19日(日)

午前8時30分～午後7時

※土曜・日曜は

午前10時～午後5時

問合せ

水戸地方法務局人権擁護課

029-227-99195

岩井第二小学校区で実施さ

れた「地域と学校が連携した

防災教育事業」の報告を行い

ます。防災についての講演会

もありますので、ぜひご参加

ください。

11月21日(火)と き

午後2時～4時

市民音楽ホールところ

内 容

▽事例発表会

岩井第二小学校・第二地区

▽講演会

防災科学技術研究所【講師】

増田和順氏

【テーマ】

「郷土史防災～地域の成り

」立ちから防災を考える～

無料参加費

県西生涯学習センター問合せ

0296-24-11515

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2日(土)・9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

対象者

ひとり親家庭の母・父で、

パソコン初級以上で2日間

必ず出席できる方

1,000円受講料

（テキスト代等）

15人（先着順）募集人数

※託児あり(要予約･2歳以上)

11月24日(金)まで申込期限

申込・問合せ

茨城県母子家庭等就業・

自立支援センター

029-233-23555

12月6日(水)と き

午前8時30分

さしま窓口センター北側

駐車場集合・出発

栃木市・下野方面ところ

倉持 訓氏講 師

冨山恵二氏

2,000円参加費

（昼食代含む／当日徴収）

30人（先着順）募集人数

11月7日(火)～申込開始

※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

0297-44-31545

0280-88-0835

お知らせ版 平成29年11月2日号

6

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）

講座やイベント



【 作 品 展 】

★絵手紙

（友好会･友の会･遊心会）

と き

11月21日(火)～12月3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 】

◆キムチ作り教室

12月2日(土)と き

▽午前:午前9時30分～正午

▽午後:午後1時30分～4時

600円教材費

各20人(先着順)募集人数

エプロン、三角巾持ち物

◆わら工芸（宝船）

12月10日(日)と き

午前9時～午後4時

2,500円教材費

20人（先着順）募集人数

持ち物

木ばさみ、エプロン、

座布団、昼食

◆おやき作り教室

12月19日(火)と き

午後1時30分～3時30分

1,000円教材費

16人（先着順）募集人数

エプロン、三角巾持ち物

※各教室の申込は11月7日

(火)から受け付けます。

【申込･問合せ･開催場所】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

二人の道化師による、誰

もが楽しめるエンターテイ

メントショーです。子ども

たちを無料招待します。

と き

11月13日(月･県民の日)

午後2時開演

ところ

岩井第二小学校体育館

※18歳以上の方のご鑑賞は

ご寄付をお願いしていま

すので、事前にお申し込

みください。

申込・問合せ

坂東こども劇場

・ 0297-36-35045 FAX

真剣に結婚を考えているあ

なた！理想のパートナーに出

会えるチャンスです。

12月24日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内レストランところ

45歳未満の独身男女対象者

※市外・結婚相談登録外の方

も参加できます。

男女各15人募集人数

（応募者多数の場合は抽選）

1,500円参加費

12月6日(水)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655

お知らせ版 平成29年11月2日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

12月 6日(水) 午前9時30分～午後3時 10人 500円布草履

11月15日(水)
12月13日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

午前9時から
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円12月16日(土)

電話受付
12月20日(水) 午後1時30分～3時30分 10人 1,000円

〈先着順〉
かごとバッグ 12月 8日(金) 午前9時30分～午後3時30分 10人 1,000円～

プチ裂き織り 12月 4日(月) 午前9時30分～午後3時30分 7人 800円

布ふくろう作り 12月12日(火) 午前9時30分～午後0時30分 6人 500円

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

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 0297-20-9980開催場所･申込･問合せ 5
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平成29年11月2日発行 ■坂東市秘書広聴課■

岩井公民館

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等

12/23(土･祝) 新しい年を華やかな
正月用の生花 木村宝節 20人 2,500円

午前9時30分～正午 お花で彩りましょう

自分の手で作った輪
12/24(日)

正月の玄関飾り 小川 實 15人 500円
午前9時30分～正午

飾りでお正月を迎え
ませんか

猿島公民館

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費等

11/25(土) クリスマスの飾りを
プリザーブド

フラワーハッピー 古谷直美 12人 2,000円
午前10時～11時30分 作りましょう

クリスマス

各 1回
ガーデニング 12/9･1/13･2/10 クリスマスや冬・春

10人 2,000円
｢季節を感じる寄せ 各土曜日 を彩る寄せ植えを作 稲毛田健

植え｣ 全3回※ 午後7時～9時 ります〈 〉

11/30･12/7･12/14 地元産常陸秋そばで
手打ちそば 1回

〈全3回〉
各木曜日 本格的な手打ちそば 倉持 豊 12人

1,300円
午後6時～9時30分 を打ってみませんか

※印の講座については、1回のみの参加もできます。

申し込みについて

市内在住・在勤の方（プリザーブドフラワーは小学生以上の方）対 象 者

無料（材料費は個人負担）受 講 料

11月9日(木)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前8時30分～午後9時〉申込開始

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。※

岩井公民館講座については（ 0297-35-8800）申込・問合せ 5

猿島公民館講座については（ 0297-44-3154／0280-88-0835）5

公⺠館講座 受講⽣を募集します
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