問合せ（勤務内容について）
こども発達センター
50280-88-0100

こども発達センターで勤務
する臨時職員を募集します。
発達に心配のある子の療育経
験や理解のある方または教員
免許、保育士資格等をおもち
の方が対象です。
勤務内容
児童の発達指導や児童・保
護者への支援、自立・社会参
加のための継続的な訓練活動
の実施
申込方法
臨時職員等登録申込書、履
歴書（市販のもの）に必要事
項を記入のうえ、資格証明書
の写しを添付しご持参くださ
い。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30年11月1日～
平成31年3月31日
申込期限 11月30日(金)まで
〈土曜･日曜･祝日を除く〉
申込・問合せ
総務課
50297-21-2178

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？
個人で事業を行っている
労働者が失業した場合や
方で、一定の所得を超えた
労働者の雇用継続が困難と
場合は個人事業税が課税さ
なる事由が生じた場合に、
れます。第2期分の納付書
失業等給付を行うとともに、
を11月中旬に送付しますの
再就職を促進するための必
で、11月30日(金)の納期限
要な給付を行うものです。
までに納付をお願いします。 問合せ
問合せ
茨城労働局労働保険徴収室
筑西県税事務所境支所
5 029-224-6213
5 0280-87-1120

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。保険制
度の詳細や加入手続きにつ
いては、お問い合わせくだ
さい。

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。
と き 12月5日(水)
午前10時～正午
ところ 坂東市商工会館
問合せ 古河税務署
個人課税第一部門
5 0280-32-4161

ハーフマラソン・将門まつりの開催に伴い 11月11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 50297-20-8666
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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。
採用人数 若干名
雇用期間
平成31年4月1日～平成32
年3月31日(4回まで更新可 ）
※平成31年3月中に15日間の
事前研修あり(日給支給)
勤務日時
週4日交替制
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）
給 与 月額148,500円
（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(土)～1月5日(土)
申込・問合せ
〒306-0622
坂東市大崎700
ミュージアムパーク
茨城県自然博物館管理課
5 0297-38-2000
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県が人材サービス会社であ
るマンパワーグループと連携
して、保育士として働きたい・
復職したいと考えている方を
対象に、職場探しから復職ま
でをサポートします。
復職者向けの研修も受けら
れるので、久しぶりの復職と
なる方でも安心です。まずは
1か月間、保育施設で働いて
みませんか。
（時給1,400円、
交通費別。
）
保育士資格をお持ちの方
は、ぜひホームページから、
「いばらき保育人材バンク」
へご登録ください。
問合せ
● マンパワーグループ（株）
つくば支店
50120-604-148
水戸オフィス
50120-557-136
● 茨城県子ども未来課
5029-301-3252
＊ホームページ
「いばらき保育人材バンク」
で検索

■高等工科学校生徒
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5日(土)～7日(月)の指
定する1日
● 一般 1月19日(土)
申込期限
● 推薦 11月30日(金)まで
● 一般
1月7日(月)まで
■自衛官候補生
応募資格
18歳以上27歳未満の方
試験日 受付時に通知
※受付は年間を通じて行っ
ています。
【 共 通 事 項 】
問合せ
自衛隊筑西地域事務所
5 0296-22-7239

小・中学部、高等部の授業
を公開します。どなたでもお
気軽にお越しください。
と き
11月28日(水)～30日(金)
午前9時15分～午後0時20分
※29日のみ午後2時30分まで。
ところ 県立境特別支援学校
〈境町塚崎2170〉
申込方法
電話・ FAX・ メールのい
ずれかでお申し込みくださ
い。
申込・問合せ
県立境特別支援学校
5 0280-87-8231
0280-87-5613
koho@sakai-sn.ibk.ed.jp
ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)
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高齢者の口腔機能の低下や肺炎などの疾病を予防するために、 無料 の歯
科健康診査を実施しています。対象の方でまだ受診されていない方は、こ
の機会にぜひ受診しませんか。
■対 象 者
茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険
者の方で、次に該当する方
①昭和17年4月1日～
昭和18年3月31日生まれの方
②昭和12年4月1日～
昭和13年3月31日生まれの方
③昭和7年4月1日～
昭和8年3月31日生まれの方
※対象となる方には、8月中旬に歯科健康診
査受診券、受診票、実施歯科医療機関一
覧、健康手帳を送付しています（施設に
入所されている方等を除く）。
※再発行を希望される場合は、お問い合わ
せください。
■実施期間 12月31日(月)まで
※歯科医療機関の休診日を除く。

■健診内容
口腔内の状態を確認する検査や、口腔
機能評価などを行います。入れ歯の方も
受診できます。
■受診方法
①実施歯科医療機関に健診の予約をして
ください。その際、「後期高齢者医療歯
科健康診査事業で健康診査を受診しま
す」と伝えてください。
②受診日までに受診票内の問診項目をご
記入のうえ、予約した歯科医療機関で
受診してください。
■受診当日の持ち物
①被保険者証 ②歯科健康診査受診券
③受診票 ④健康手帳 ⑤歯ブラシ

市内実施歯科医療機関
医 療 機 関 名
梅沢歯科医院
おおくら歯科医院
加藤歯科医院
神田山歯科クリニック
神大実中央歯科医院
木村歯科医院
くらもち歯科医院
小林歯科医院
白鳥歯科クリニック
高野歯科医院

電 話 番 号
0297-34-3544
0297-36-1755
0297-35-2846
0297-36-0605
0297-36-1313
0297-35-2459
0297-35-6407
0297-35-0016
0297-35-8007
0297-35-2120

医 療 機 関 名
仁平歯科医院
吹上歯科医院
真中歯科医院
東歯科医院
岩本歯科医院
沓掛歯科医院
さくら歯科
ホスピタル坂東
MAOデンタル
クリニック

電 話 番 号
0297-35-0607
0297-34-3388
0297-35-1168
0280-88-1116
0297-44-0033
0297-44-2155
0297-44-0021
0297-44-2000
0297-44-3375

※市外の歯科医療機関での受診をご希望の場合は、事前に送付されている実施歯科医
療機関一覧をご確認ください。
問合せ

茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班
5029-309-1212
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ろう

聴覚障がい児が学習する
聾学校の授業を公開しま
す。
と き
11月26日(月)
午前9時15分～午後0時30分
ところ 県立霞ヶ浦聾学校
〈阿見町上長3-2〉
申込方法
申込用紙に必要事項を記
入のうえ、 FAX・ メールで
お申し込みください。
※申込用紙は霞ヶ浦聾学校
ホームページからダウン
ロードできます。
申込期限 11月14日(水)まで
申込・問合せ
県立霞ヶ浦聾学校
相談支援部
5 029-889-1555
029-889-2413
sienbu@kasumigaura-sd.
ibk.ed.jp

 Ｓマーク
(標準営業
約款制度)
厚生労働大臣認可

Ｓマークは、消費者の皆
さんに理容店、美容店、ク
リーニング店、めん類飲食
店、一般飲食店をご利用い
ただく際の安全・安心の目
印です。Ｓマークのあるお
店は、厚生労働大臣の認可
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を受けた約款に基づき営業
しています。
■Ｓマーク登録店が
行っていること
サービス・メニュー・資
格者の氏名の表示
損害賠償保険への加入
業種ごとに定められたさ
まざまな基準の遵守
■ Ｓマークの登録について
毎年2回登録申請の受付
を行っていますので、登録
を希望する営業者はお申し
込みください。費用など詳
細については、お問い合わ
せください。
申込・問合せ
(公財)茨城県生活衛生
営業指導センター
5 029-225-6603

ご相談ください

●

●

●

茨城労働局では、茨城県
最低賃金を 時間額822円(昨
年度より26円引上げ） に改
定しました。10月1日から
茨城県内で働くすべての労
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、労働
者と事業者双方の合意であ
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。詳細について
は、お問い合わせください。
問合せ 茨城労働局賃金室
5 029-224-6216

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。
と き 11月18日(日)
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 下妻公民館
〈下妻市本城町3-36-1〉
問合せ 水戸家庭裁判所
下妻支部家事係
5 0296-43-7193

【相談電話番号】
5０２９－８２３－７９３０
ふだん歯医者さんに聞けな
いこと、歯周病、ブラッシン
グの仕方や、入れ歯、子ども
の歯、
矯正や口臭の悩みなど、
歯に関する悩みや質問に歯科
医師が無料で応じます。
と
主

き

11月18日(日)
午後1時～4時

催
(一社)茨城県保険医協会
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【相談電話番号】
5０５７０－０７０－８１０
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
法務局職員が無料で応じま
す。強化週間中は相談時間
を延長します。秘密は厳守
しますので、安心してご相
談ください。
■強化週間の相談時間
11月12日(月)～18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）
※強化週間以外は土曜･日曜･
祝日を除く午前8時30分～
午後5時15分まで。
問合せ
水戸地方法務局人権擁護課
5 029-227-9919

法テラス茨城では、資力・
資産が法テラスの基準に該
当する個人の方を対象に、
弁護士による無料法律相談
を行います。法的トラブル
でお困りの方、どうぞお気
軽にご利用ください。事前
予約が必要ですので、まず
はお電話でお問い合わせく

ださい。
と き 12月6日(木)
午後1時～4時
ところ 坂東市役所
市民相談室
定 員 5人(先着順)
申込開始 11月16日(金)～
申込・問合せ
法テラス茨城
5 050-3383-5390
〈土曜･日曜･祝日を除く
午前9時～午後5時〉

結婚相談会
いばらきマリッジサポー
ターは、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、結婚を希望される方の
ご相談に無料で応じます。
親御さんだけでも大丈夫で
す。
と き 12月2日(日)
午後1時～5時
ところ
常総市生涯学習センター
〈常総市水海道天満町4684〉
募集人数 12人(先着順)
持ち物
身分証明書、写真Ｌ判
申込期間
11月19日(月)～28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 5 090-8891-1893
長屋 5 090-6122-5677
（申込は正午～午後7時）

一日無料弁護士相談
在留資格、労働関係、国
際結婚、税金、保険、その
他生活全般について、弁護
士が無料で相談に応じま
す。通訳付きで話すことも
できます。秘密は厳守しま
す。
と き
12月9日(日)
午前10時～午後3時
（受付は午後2時30分まで）
ところ
しもだて地域交流センター
アルテリオ2階
〈筑西市丙372〉
電話番号 090-1266-8371
※12月9日のみ通話するこ
とができます。
対応言語
日本語
英語
中国語
タイ語
韓国語
スペイン語
タガログ語
ポルトガル語
インドネシア語
ベトナム語
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
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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講座やイベント
【 作 品 展 】

絵画、書道、手工芸、写
真など、子どもたちや市民
の皆さんの作品を展示しま
す。ぜひご来場ください。
と き
11月16日(金)～18日(日)
午前9時～午後8時
※最終日は午後4時まで
ところ 総合体育館
岩井公民館
問合せ 生涯学習課
5 0297-21-2204

■絵手紙
（友好会･友の会･遊心会）
と き
11月20日(火)～12月2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
と き 12月1日(土)
午前9時30分～正午
教材費 600円
募集人数 20人(先着順)
持ち物 エプロン、三角巾

■わら工芸（宝船）
と き 12月16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 、座布団 、
エプロン、昼食
■おやき作り教室
と き 12月18日(火)
午後1時30分～3時30分
教材費 1,000円
募集人数 16人(先着順)
持ち物 エプロン、三角巾
※各申込は11月7日(水)～
【申込･問合せ･開催場所】
神大実分館〈月曜休館〉
5 0297-30-1800

茨城県近代美術館 開館30周年記念特別展
「ポーラ美術館コレクション  モネ、ルノワールからピカソまで」
もうご覧になりましたか？

茨城県近代美術館の開館30周年を記念する特別展です。国内随一ともいえる質の高
さを誇るポーラ美術館のコレクションから72点を選りすぐり、モネやルノワールなど
印象派の名品からマティス、ピカソらの20世紀絵画に至るまで、フランス近代絵画の
魅力を紹介します。11月13日(火)茨城県民の日は、すべての方が入館料無料となりま
すので、この機会にぜひご来館ください。
開催期間
開館時間
と こ ろ
入 館 料

問 合 せ
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11月18日(日)まで〈月曜休館〉
午前9時30分～午後5時（入場は午後4時30分まで）
茨城県近代美術館〈水戸市千波町東久保666-1〉
一般の方
1,190円(1,080円)
満70歳以上の方
590円( 540円)
高校生・大学生の方 980円( 850円)
小学生・中学生の方 480円( 360円)
●
( )内は20人以上の団体料金です。
●
障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等
をお持ちの方は無料です。
●
高校生以下の方は、土曜日は無料です。
茨城県近代美術館 5029-243-5111

ピエール・オーギュスト・
ルノワール
「レースの帽子の少女」
1891年 ポーラ美術館蔵
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坂東いきいき大学の学生
が対象の講座です。皆さん
が健康で長生きできるよう
に 、「受講日から実践でき
る、若返りのポイント」に
ついてお話しします。ぜひ
お申し込みください。
と き 11月14日(水)
午前10時～午後0時10分
ところ 坂東郷土館ミューズ
視聴覚ホール
内 容
● 講話
｢聞いてみよう！やってみ
よう！健康長寿の秘訣｣
講師：健康づくり推進課
● アトラクション
おざかた
女方玉三郎歌謡ショー
募集人数 150人 (先 着 順 )
申込・問合せ
市民協働課
5 0297-21-2183
※シニアクラブに加入してい
る方は、各クラブの会長に
お申し込みください。

教 室 名

■小学生水泳教室
（初級コース）
と き
11月17日～（全5回）
毎週土曜日
午前10時～11時
対象者
水慣れから初歩のクロー
ルを希望する小学生の方
募集人数 20人
申込開始 11月11日(日)
午前10時～
■小学生水泳教室
（中級コース）
と き
11月17日～（全5回）
毎週土曜日
午前11時～正午
対象者
クロールで25ｍ程度泳ぐ
ことができる小学生の方
募集人数 20人
申込開始 11月11日(日)
午前10時～

開 催 日

■アクアダンス
と き
11月15日～12月27日の
毎週木曜日
午後3時～4時
対象者 高校生以上の方
募集人数 25人
申 込 開催日ごとに受付
【 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。
受講料 無料
※プール入場料が必要です。
（大人200円、小学生100円、
回数券あり)
◎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〉
5 0280-87-7223

募集人数 材料費

12月12日(水) 午後1時30分～3時30分
とんぼ玉

12月15日(土) 午後1時30分～3時30分
12月19日(水) 午後1時30分～3時30分

各14人 1,000円

クラフト

12月 7日(金) 午前9時30分～午後3時30分

10人

2,000円

布ふくろう作り 12月11日(火) 午前9時30分～午後0時30分

6人

500円

申込開始
11月15日(木)
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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初級者から上級者まで、
4つのクラス別に開催しま
す。水戸市出身の本田小百
合女流棋士の指導対局もあ
ります。ぜひお申し込みく
ださい。
と き
平成31年1月13日(日)
午前9時～午後6時
ところ 観光交流センター
秀緑
対象者
アマチュア将棋愛好家の方
参加費
一般
1,500円
高校生以下
700円
申込方法
各クラス定員があり､先着
順に受け付けします。申込用
紙に必要事項を記入のうえ、
お申し込みください。申込用
紙は坂東市観光協会、さしま
窓口センターにあります。坂
東市観光協会ホームページか
らもダウンロードできます。
申込期間
11月5日(月)～26日(月)
申込・問合せ
坂東市観光協会
〈商工観光課内〉
▲観 光 協 会
50297-20-8666
ＱＲコード
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■坂東市秘書広聴課■

平成30年 坂東市写真コンクールに
応募してみませんか？
プロ、アマを問わず、どなたでも応募できます。
最優秀賞には賞金5万円、優秀賞には賞金3万円、特
賞には賞金1万円ほか、入賞、佳作など豪華賞金等が
贈られますので、ふるってご応募ください。

▲昨年度最優秀賞作品

▲昨年度特賞作品

応募規定
●
平成30年1月～12月までの坂東市内の風景・まつり・
イベントを題材とした作品に限ります。
●
応募点数は1人2点まで。
応募サイズ
カラープリント四切りまたはワイド四切り。デジタ
ルカメラで撮影した作品は、銀写真プリントで出力し
てください。
応募方法
プリントした写真に応募票を添え、坂東市観光協会
に郵送または直接ご持参ください。応募票は坂東市観
光協会ホームページからダウンロードできます。
募集期限 平成31年1月31日(木)まで
応募・問合せ 〒306-0692 坂東市岩井4365
坂東市観光協会〈商工観光課内〉
5 0297-20-8666

11月23日(金)〈勤労感謝の日〉のごみ収集 可燃ごみの収集日となっている地区
に限り、通常の収集を行います。
《問合せ》生活環境課 50297-21-2189

