
8月15日「戦没者を追悼し平和を祈念する日」正午 黙とうにご協力を

8月15日は、先の大戦で亡くなられた方々を追悼し、平和を祈念するため「戦没者を

追悼し平和を祈念する日」となっています。8月15日(水)の正午に、合図のサイレンを

鳴らしますので、各家庭や職場などで黙とう(1分間)をお願いします。

なお当日正午、日本武道館において、天皇皇后両陛下御臨席のもと「全国戦没者追悼

式」が行われます。坂東市においても、同時刻に市戦没者遺族会の主催する慰霊祭が、

八坂公園内「平和の像」前で行われますので、市民の皆さんのご協力をお願いします。

社会福祉課 0297-21-2190問合せ 5

1

坂東市職員採用試験を実施します

①事務職 若干名 ②保健師 2人程度採用職種

③幼稚園教諭･保育士 2人程度 ④社会福祉士 1人程度・人数

※各職種を重複して受験することはできません。

学校教育法で定める高等学校、中等教育学校、専修学校の専門課程、短期受験資格

大学、高等専門学校、大学または大学院を卒業した方もしくは平成31年3月

31日までに卒業見込みの方または高等学校卒業程度認定試験に合格した方

（採用職種ごとに要件有り）

受験申込書、履歴書（市指定のもの）に所要事項を自筆で記入、押印のう受験手続

え必要書類を添付し、総務課にご持参ください。

受験申込書等は総務課、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。

8月17日(金)まで〈土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分〉受付期限

（第2次試験の詳細は、第1次試験合格者のみに通知します）第１次試験

【 9月16日(日) 坂東市役所 【 適性検査、教養試験、専門試験とき・ところ】 科目】

※採用職種ごとに受験資格、必要書類、試験科目等が異なりますので、市ホームペー

ジをご確認ください。

総務課〈市役所3階〉 0297-21-2178申込・問合せ 5

お盆期間中の8月13日（月）～16日（木）もお盆期間中のごみ収集のお知らせ

通常どおりごみ収集を行います。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

求む！やる気

チャレンジ精神



台風や雷・豪雨の影響に

よる樹木接触・倒壊や飛来

物などにより、電線が切れ

てしまう場合があります。

切れて垂れ下がっている電

線には、絶対に手を触れな

いでください。

電線に樹木や看板などが

接触している場合もたいへ

ん危険です。見つけたら、

すぐに東京電力パワーグリ

ッドへご連絡ください。そ

の際、スマートフォン等撮

影により、現地写真の提供

をお願いする場合もありま

すので、ご協力をお願いし

ます。

連絡先

東京電力パワーグリッド

0120-995-0075

(フリーダイヤル)

※0120番号をご利用になれ

ない場合

03-6375-9803(有料)5

医療事務採用職種

1人採用人数

受験資格

昭和58年4月2日以降に生

まれた方で、医療請求事務、

パソコン操作、薬局事務等

の経験のある方

書類審査試験内容

作文・面接

11月中旬予定試験日

清水丘診療所試験会場

受験手続

次の書類を清水丘診療所

に直接提出してください。

①受験申込書

(写真貼付・本人自筆）

②面接カード

③職務経歴書

④最終学歴の卒業証明書

⑤免許・資格証の写し

※①～③の用紙は清水丘

診療所にあります。

受付期間

9月3日(月)～14日(金)

〈土曜・日曜を除く

午前9時～午後5時〉

申込・問合せ

清水丘診療所

〈逆井4112〉

0280-88-10145

8月21日(火)と き

午後1時20分～3時30分

内 容

学院全体紹介、各科での

ものづくり体験（ フラLED

ッシュライトの製作体験、

簡単な電気工事実習体験、

溶接機・プレス機械等を使

用した金属加工実習など）

申込方法

8月16日(木)までに電話

または にてお申し込みFAX

ください。

ところ・申込・問合せ

県立筑西産業技術専門学院

〈筑西市玉戸1336-54〉

0296-24-17145

0296-25-6071

お知らせ版 平成30年8月2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）

胃がん検診の申込受付

実施日 会場 申込開始

岩井保健センター
10月3日(水)

10月4日(木) 8月20日(月)～

10月5日(金) 猿島保健センター

40歳以上の方で、平成30年度未受診の方対象者

予約が必要となりますので、事前にお電話に申込方法

てお申し込みください。

健康づくり推進課申込・問合せ

0297-35-3121（受付専用番号）5

お詫びと訂正

「平成30年度坂東市保健事業予定表」の胃がん検診の申

込開始日に誤りがありました。お詫びして訂正します。

（誤）申込開始日 8月20日（水）～訂正箇所

（正）申込開始日 8月20日（月）～



と き

9月27日(木)●講習会

10月31日(水)●試験日

ところ

ホテルマロウド筑波

〈土浦市城北町2-24〉

8月16日(木)まで申込期限

申込・問合せ

下水道課

0297-21-21985

下水道促進週間(9月4日～

10日)の一環として、下水

道をテーマにした標語を募

集します。どなたでもふる

ってご応募ください。

応募作品は9月8日(土)･

9日(日)に開催する下水道

展〈岩井浄化センター内〉

で展示します。また、茨城

県下水道促進週間コンクー

ル及び全国下水道いろいろ

コンクールに出品します。

応募方法

作品は1人1点のみで未発

表のもの。標語・住所・氏

名・年齢・職業・電話番号

を記入して持参または郵送

してください。

8月31日(金)まで応募期限

応募・問合せ

〒306-0692

坂東市岩井4365

坂東市役所下水道課

0297-21-21985

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1期分の納税通知書を8月中

旬に送付しますので、8月31

日(金)の納期限までに納付を

お願いします。納税に便利な

口座振替をご利用ください。

問合せ

課税について●

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

口座振替について●

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

お知らせ版 平成30年8月2日号

3

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
現況届を忘れずに

現在、児童扶養手当･特別児童扶養手当を受けている

方は、受給者の前年の所得状況や養育状況を確認するた

めの「現況届」の提出が必要です。現況届を提出しない

と8月分以降の手当が受けられなくなりますので、必ず

提出をお願いします（全額支給停止の方も現況届の提出

が必要です 。）

なお、支給額算定のため、本人及び扶養義務者（生計

同一の方）の平成29年分の所得の申告を必ずお願いします。

特別児童扶養手当を受給中で、平成30年1月1日に坂東市

に住所がなかった方は、平成30年度所得証明書（平成30

年1月1日の住所地発行のもの）の添付をお願いします。

※現況届が必要な方には、詳細について個別に通知しま

すので、通知を確認のうえ、手続きをお願いします。

●児童扶養手当 現況届

受付日 受付会場 受付時間

午前9時～11時30分
8月19日(日) 市役所1階多目的ホール

午後1時～7時
8月20日(月) 市役所1階

※19日は午後5時まで
8月21日(火) 行政情報コーナー

8月28日(火) 猿島公民館2階学習室

※上記以外の日は、土曜･日曜･祝日を除く午前8時30分～

午後5時15分に子育て支援課で受け付けます。

手続きは8月中にお済ませください。

子育て支援課 0297-21-2191問合せ 5

●特別児童扶養手当 現況届

受付日 受付会場 受付時間

8月20日(月) 午前9時～11時30分市役所1階

8月21日(火) 午後1時～5時社会福祉課

社会福祉課 0297-21-2190問合せ 5



社会人経験者を対象に、

税務署や国税局で「税のス

ペシャリスト」として勤務

する職員（国家公務員）を

募集します。国家公務員へ

の転職を考えている方、国

税の現場であなたの能力を

発揮しませんか。

受験資格

平成30年4月1日現在、大

学等（短期大学を除く）を

卒業した日または大学院の

課程等を修了した日のうち

最も古い日から起算して8

年を経過した方

9月30日(日)第１次試験

第２次試験

11月3日(土)･ 4日(日)

10日(土)･11日(日)

で指定する1日

第３次試験

12月上旬で指定する1日

試験地

第１次試験 東京都

インターネット申込期間

8月 3日(金)午前9時～

21日(火)受信有効

【インターネットアドレス】

http://www.jinji-shiken.go.

jp/juken.html

問合せ

インターネット申込●

人事院人材局試験課

03-3581-53115

インターネット申込以外●

関東信越国税局

人事第二課試験係

048-600-31115

古河税務署では、事業者

の方を対象に消費税の軽減

税率制度に関する説明会を

開催します。多くの事業者

の方に関係のある制度で

す。申し込みは不要ですの

で、ぜひご参加ください。

と き

9月4日(火)、10月23日(火)

午前10時30分～11時30分

午後2時～3時

坂東市商工会ところ

〈岩井3230-1〉

古河税務署問合せ

法人課税第一部門

0280-32-42225

昭和56年に建物の耐震基

準が大きく改正され、改正

前の基準で建てられた住宅

は、地震で大きな被害を受

ける可能性があります。

お住まいの住宅がどれく

らい耐震性能があるか調べ

るために、無料木造住宅耐

震診断をご利用ください。

対 象

次のすべての要件を満た

す市内の住宅所有者

①昭和56年5月31日以前に

建築確認を受けて建築さ

れた住宅で、階数が2階

以下のもの

②在来軸組み木造工法･伝統

工法で建てられたもの

③その他、坂東市木造住宅

耐震診断士派遣事業実施

要綱によるもの

6棟（先着順）診断棟数

申込期間

8月6日(月)～10月31日(水)

〈 〉土曜･日曜･祝日を除く

申込方法

申込用紙に記入のうえ、

都市整備課までお申し込み

ください。申込用紙は、都

市整備課にあります。また、

市ホームページからもダウ

ンロードできます。

申込・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

物忘れやうっかりミスが多

くなった、閉じこもりがちに

なった、怒りっぽくなったな

ど、ご自身やご家族について

の悩みごとはありませんか。

医療や介護の専門職が電話

や訪問にて対応します。お気

軽にご相談ください。

問合せ

坂東市

中央地域包括支援センター

認知症初期集中支援チーム

(介護福祉課内)

0297-21-21935

お知らせ版 平成30年8月2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



こころの病について相談

したい、対人関係で悩んで

いるなど、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。

プライバシーの保護、秘

密は厳守しますので、ご安

心ください。

と き

8月4日(土)・25日(土)

午後2時～4時

※相談時間は1人あたり30分

前後です。

ところ

地域活動支援センター煌

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

プロコーチから挨拶やマ

ナーの指導を受けながら、

テニスに親しみませんか。

と き

9月6日･13日･20日･27日

きらめき の木曜日〈計4回〉

午後4時30分～5時30分

ところ

馬立コミュニティセンター

ふれあい館

対象者

市内在住･在学の小学4年

生以下の方

2,500円参加費

※初日に徴収します。

10人(先着順)募集人数

持ち物

、 、上履き 運動できる服装

タオル、飲み物

申込期間

8月23日(木)・24日(金)

※各日、午後7時～8時の間

にお申し込みください。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

由岐 080-5193-42015

第28回教育友の会▼

写真クラブ県西支部展

退職教職員がファインダー

を通して個性豊かに表現し

。た被写体の妙を展示します

と き

8月19日(日)～25日(土)

午前9時～午後5時

※19日は午後1時から、25日

〈 〉は午後4時まで 20日休館

教育友の会主 催

写真クラブ県西支部

武井問合せ

0280-87-17945

普段ウォーキングやジョギ

ングをしている方、夏休みの

思い出づくりに親子で参加し

たい方など、大歓迎です。

と き

8月11日(土･祝)午後1時から

12日(日)午後1時まで

〈雨天決行〉

ところ

八坂公園陸上競技場

無料参加費

申込方法

当日、直接会場にお越し

ください。

岩井陸競 佐々木問合せ

0297-27-05495

日本におけるボサノヴァの

第一人者、小野リサによるコ

ンサートです。清涼感あふれ

る歌声がベルフォーレに響き

渡り、皆さんに癒しのひとと

きをお届けします。

9月9日(日)と き

午後4時開演

前売 4,000円料 金

当日 4,500円

申 込

市民音楽ホール●

坂東郷土館ミューズ●

ところ・問合せ

市民音楽ホール

0297-36-11005

お知らせ版 平成30年8月2日号

5

講座やイベント



①プール教室

■小学生水泳教室

と き

9月1日～（全10回）

毎週土曜日

午前10時～11時

小学生の方対象者

20人募集人数

8月26日(日)申込開始

午前10時～

■幼児水泳教室

と き

① 9月1日～（全5回）

②10月6日～（全5回）

毎週土曜日

午前11時～正午

4～6歳の未就学児対象者

各10人募集人数

8月26日(日)申込開始

午前11時～

■アクアダンス

と き

9月6日～（全10回）

毎週木曜日

午後3時～4時

高校生以上の方対象者

25人募集人数

開催日ごとに受付申 込

②研修室講座

坂東市･境町･古河市･五

霞町に在住または在勤の方

に限ります。

■ピラティス

と き

9月1日～（全10回）

毎週土曜日

午前11時～正午

高校生以上の方対象者

25人募集人数

8月26日(日)申込開始

午後2時～

【 共 通 事 項 】

申込方法

直接窓口でお申し込みく

ださい(電話での受付不可)。

受付は開始時刻から10分間

とし、募集人数を超えた場

合は抽選となります。定員

に達しない場合は、随時募

集します。

無料受講料

※プール教室はプール入場料

大人200円、小学生100円の

み必要（幼児無料）

◎休館日・祝日の講座はお休

みです。

ところ・申込・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30年8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）

筑波大学ハンドボール講習会･公開練習
～自由観覧のご案内～

平成31年には、第74回国民体育大会｢いきいき茨城ゆ

め国体｣が開催されます。坂東市は、守谷市、常総市と

ともにハンドボール競技の開催地です。

大会開催に向け、筑波大学アスレチックデパートメン

トの協力のもと、筑波大学ハンドボール部による講習会・

公開練習を行います。この機会にハンドボールを知り、

一緒に大会を盛り上げましょう！ぜひご来場ください。

と き

講習会●

8月22日(水)

午前9時～正午 坂東少年少女ハンドボールクラブ

午後1時～5時 岩井中学校男女ハンドボール部

8月30日(木)

午前9時～正午 南中学校女子ハンドボール部

公開練習●

【女子】8月14日(火)･29日(水) 午前9時～正午

【男子】8月28日(火) 午前9時～正午

【男女】8月30日(木) 午後1時～5時

総合体育館ところ

国体･五輪･スポーツ振興課〈総合体育館内〉問合せ

0297-35-17115

ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)



スクエアステップとは、

正方形マス目のマットを使

いステップを踏むエクササ

イズです。転倒予防や認知

機能向上などに効果がある

と言われています。

あなたもスクエアステッ

プリーダーとして、地域で

活動してみませんか。

と き

9月18日(火)～20日(木)

計10時間カリキュラム

ところ

岩井福祉センター夢積館

講義、実技内 容

受講資格

市内在住で、資格取得後

地域活動に参加でき、全日

程受講できる方

無料受講料

(昼食は各自持参)

20人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

申込方法

社会福祉協議会本所また

は支所窓口でお申し込みく

ださい。

申込期間

8月2日(木)～24日(金)

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

0280-82-1284

バーベキューを楽しみな

がら、素敵な出会いを見つ

けてみませんか。

と き

9月30日(日)

午前11時～午後5時

あすなろの里ところ

〈常総市大塚戸町310〉

対象者

25～45歳の独身男女

男性 3,000円参加費

女性 1,000円

男女各15人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

申込期間

9月10日(月)～19日(水)

申込・問合せ

いばらきマリッジサポーター

県西地域活動協議会

塚越 090-8891-1893● 5

長屋 090-6122-5677● 5

※受付時間は正午～午後7時

野球観戦をしながら、楽し

い時間を過ごしませんか。

9月17日(月･祝)と き

東京ドームところ

〈東京都文京区後楽1-3-61〉

対象者

20歳～45歳の独身男女

※男性は市内在住の方または

将来坂東市に住む予定のあ

。 。る方 女性は地域制限なし

男女各15人募集人数

(先着順)

男性 9,000円参加費

女性 5,000円

申込・問合せ

若人の集い実行委員会

事務局〈生涯学習課内〉

0297-21-22045

お知らせ版 平成30年8月2日号

7

教 室 名 開 催 日 募集人数 材料費 申込開始

8月15日(水)
9月12日(水) 午後1時30分～3時30分

午前9時から
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 各14人 1,000円9月15日(土)

電話受付
9月19日(水) 午後1時30分～3時30分

〈先着順〉
クラフト 9月 7日(金) 午前9時30分～午後3時30分 10人 2,000円

さるぼぼ作り 9月11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



8

あなたの気持ちに寄り添

うパートナーを探してみま

せんか。はじめの一歩を踏

み出そう！

9月2日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内飲食店ところ

46歳以上の独身男女対象者

※男性は市内在住の方または

将来坂東市に住む予定のあ

。 。る方 女性は地域制限なし

男女各10人募集人数

（申込多数の場合は抽選）

1,500円参加費

8月17日(金)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655

毎年8月10日を｢ばん(8)どー

(10)市民の日｣と定め、豊か

な自然と伝統を受け継ぎ、誇

りある歴史と文化を持つふる

さと坂東への愛着を深め、よ

り豊かで魅力あふれる坂東市

を築きあげることを期する日

としています。当日は次の施

設が無料となりますので、ぜ

ひご利用ください。

8月10日(金)と き

対象施設

岩井福祉センター夢積館●

一般浴室

猿島福祉センターほほえみ●

一般浴室

八坂公園 プール●

さしま健康交流センター●

遊楽里 浴室・プール・

トレーニングジム

※トレーニングジムは講習

修了証を提示

企画課問合せ

0297-21-21815

平成30年8月2日発行 ■坂東市秘書広聴課■

敬 老 会 の ご 案 内

市では、長年にわたって地域の発展にご尽力いただいた

皆さんのご長寿をお祝いしたく、敬老会を開催します。

9月17日(月・敬老の日)と き

岩井地域にお住まいの方 → 総合体育館〈岩井3086番地〉ところ

猿島地域にお住まいの方 → 猿島体育館〈山2724番地〉

75歳以上の方(昭和19年4月1日以前にお生まれの方)対象者

※対象となる方には、案内状をお祝品と一緒に市職員が

8月下旬にご自宅にお届けします。また、ご出席され

る方には、お弁当とお飲み物をご用意します。

式典、アトラクション、おたのしみ抽選会等内 容

8月下旬に、市職員が対象者全員のご自宅にお届けします。お祝品

介護福祉課 0297-21-2193問合せ 5

○登録と狂犬病予防注射を必ずしましょう。
、 。○鑑札と注射済票 迷子札を必ずつけましょう

めざせ！No.わん飼い主！

75歳以上の方が
対象です。
皆さんのご参加を
お待ちしています！
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