
ばんどうホコテンの開催に伴い 1月26日(土) 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 0297-20-86665

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。

■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

け応急処置をした後、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。

水道課問合せ

0297-35-21145

最近、市内において「排

水設備の無料点検をしま

す」と不審な業者が突然訪

問し、清掃や修理等の契約

を迫るといった案件が多数

報告されています。

市では、このような依頼

をすることはありません。

安易な契約はトラブルのも

ととなりますので、不審に

思ったらその場ではっきり

と断りましょう。

排水のつまりなど、設備

に支障が出た場合には、市

指定下水道排水設備工事店

などにご相談ください。

下水道課問合せ

0297-21-21985

1

日 月 火 水 木 金 土

1 2

赤 西

6 7 8 93 4 5

西 西 西 西 西 赤 西

10 11 12 13 14 15 16

赤 西 古 西 西 赤 西

17 18 19 20 21 22 23

友 西 西 西 西 赤 西

24 25 26 27 28

西 西 古 西 西

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

赤：古河赤十字病院

（古河市／ 0280-23-7111）5

古：古河総合病院

（古河市／ 0280-47-1010）5

月～土曜:午後6時～11時

日曜･祝日:午前9時～午後4時

2月11日（月）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

毎日のうがい・

手洗いで、風邪や

インフルエンザを

予防しましょう。



市では、働きたい期間や

職種を登録していただき、

条件に合う方を選考し、臨

時職員・嘱託職員として採

用します。登録者が多数の

職種は、登録期間内に採用

されない場合がありますの

でご了承ください。

募集職種

■資格を必要としない職種

、 、一般事務職 学校用務員

介助補助員（要支援の園児・

児童等の介助 、延長保育）

士、放課後児童支援員、調

理員、給食補助員

■資格が必要な職種

保育教諭、保育士、幼稚

園助教諭、通学バス運転手

申込方法

次の書類を総務課に持参

または郵送してください。

臨時職員等登録申込書●

市販の履歴書●

資格証明書の写し●

）(資格が必要な職種のみ

※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31年4月1日～

年度末までの1年間

受付期限

1月31日(木)まで

〈土曜･日曜を除く〉

申込・問合せ

総務課

0297-21-21785

積雪の影響による樹木接触

や倒壊などにより、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

ートフォン等の撮影により、

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

◎停電情報は、ホームページ

からご確認いただけます。

＊ホームページ

http://teideninfo.tepco.co.jp/

と き

2月 3日(日)◆休日窓口

午前8時30分～午後5時15分

2月20日(水)◆夜間窓口

午後5時15分～7時15分

収納課窓口ところ

納められる税の種類

市県民税(特別徴収分含む)

法人市民税

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

国民健康保険税

収納課問合せ

0297-21-22085

口座振替を利用すると、預

貯金口座から自動的に納税が

でき、大変便利です。口座の

ある金融機関窓口へ通帳と届

出印をご持参のうえ、手続き

をお願いします。

なお、申し込みは納税義務

者（納税通知書に記載されて

いる方）ごとになります。

問合せ

筑西県税事務所総務課

0296-24-91845

青色申告を行う個人・法人

、「 」の農業者の方は 収入保険

に加入することができます。

収入保険は、自然災害や価

格低下などによる収入減少が

生じた場合に、全ての農産物

を対象に補償する保険です。

詳細については、お問い合わ

せください。

問合せ

茨城県西農業共済組合

農作課

0296-30-29125

お知らせ版 平成31年1月17日号
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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）



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、ホームページ

をご覧いただくか、お問い合

わせください。

※公売は中止になる場合があ

りますのでご了承ください。

と き

3月5日(火)

午後1時20分～2時20分

◎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30-223

6,400,000円●見積価額

640,000円●公売保証金

①大谷口字谷頭

地番・地目・地積

722番2・宅地・495.86㎡

②大谷口字谷頭722番地2

722番2家屋番号

共同住宅事務所種 類

鉄骨造陸屋根3階建構 造

1階 121.50㎡床面積

2階 120.05㎡

3階 120.45㎡

問合せ

茨城租税債権管理機構

029-225-12215

＊ホームページ

「茨城租税債権管理機構」

で検索

お知らせ版 平成31年1月17日号
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一 般 対 象 事 業
日 曜日 実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間

児童福祉 午前10時～午後0時15分
5日 火 献血

センター 午後1時30分～4時
保健師・栄養士による健診結

岩井保健
いきいき健康相談：
果の説明や高血圧など健康についての相談を行い 午前9時30分～11時30分6日 水

センター
ます。

岩井保健 バイバイドロドロ～脂質異常症のは 午後1時～3時
13日 水

栄養教室：「
センター なし～ をテーマに 栄養士が講話等を行います ※要予約」 、 。
岩井保健 こころの病がある方に、社会復帰 午前10時～11時30分

27日 水
精神デイケア：

センター を目指したグループ活動を行います。 ※要予約
こころの病でお困りの方とごこころの健康相談：

猿島保健 家族のため、精神科医師による個別相談を行いま 午後2時～4時
28日 木

センター す。 ※要予約
※会場が岩井保健センターから変更になりました。

※坂東市保健事業予定表に掲載の2月の運動教室は、予約終了となりました。

健康づくり推進課 ０２９７－３５－３１２１申込・問合せ 5

下表中「岩井」は岩井保健センター・ 児童」は児童福祉センター「

こ ど も 対 象 事 業
日 曜日 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間
4日 月 岩井 午後１時～１時15分２歳児歯科検診 平成29年1月生

5日 火 岩井 平成29年7月生 午後１時～１時15分１歳６か月児健診
３か月児健診 平成30年10月生 午後１時～１時15分6日 水 岩井
離乳食教室 午前９時45分～10時

7日 木 岩井
平成30年8月生

※1月28日(月)～2月1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） 午前９時15分～９時30分8日 金 岩井 平成30年11月生

14日 木 岩井 午後１時～１時15分マタニティクラス･ファミリークラス② 妊婦・夫・家族

20日 水 岩井 平成27年8月生 午後１時～１時15分３歳児健診
すくすくサロン 乳幼児 午前９時30分～11時21日 木 児童
乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時22日 金 岩井

※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。母子健康手帳や妊産婦健診受診
票を交付します。（妊婦本人の個人番号カードまたは個人番号通知カードと運転免許証等が必要です）



①全館休館

施設の修繕・点検のため、

温水プール、休養施設（お

風呂 、研修室が休館とな）

ります。

なお、グラウンドゴルフ

と野球場は運営しています。

期 間

1月21日(月)～28日(月)

※月曜は定期休館日です。

②温水プール休館

修繕工事のため、プール

棟が休館となります。その

他の施設は、通常どおりご

利用いただけます。

期 間

1月29日(火)～3月25日(月)

ところ・問合せ

猿島コミュニティセンター

〈境町長井戸1732〉

0280-87-72235

＊ホームページ

「猿島コミュニティセン

ター」で検索

障がいのある方を対象に、

平成30年度（後期）障がい

者就職面接会を開催します。

とき・ところ

①2月12日(火)

ホテルグランド東雲

〈つくば市小野崎488-1〉

②2月14日(木)

結城市民情報センター

〈結城市国府町1-1-1〉

午後1時～3時30分時 間

申込・問合せ

ハローワーク常総

0297-22-86095

卒業後すぐに社会で活躍で

きる人材の育成を目指し、茨

城県が設置している職業能力

開発施設です。平成31年度生

の第2・第3回追加選考試験を

行います。

※第1回追加選考試験等で定

員となった場合、試験は実

施しませんので、出願前に

お問い合わせください。

①機械システム科募集科

②電気工事科

③金属加工科

出願資格

①②：高等学校を卒業または

卒業見込みの方等

③：入学時17歳以上の方

第2回追加選考試験●

1月24日(木)まで出願期限

1月30日(水)試験日

第3回追加選考試験●

出願期間

1月25日(金)～2月7日(木)

2月13日(水)試験日

118,800円年間授業料

(金属加工科は無料)

ところ・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

県内の医療機関、看護学校

などが集まる合同進学就職説

明会です。看護師国家試験対

策講座も開催します。服装・

入退場自由、履歴書不要です。

高校生の方や看護職に関心の

ある方、看護学生や就職希望

の看護職の方など、お気軽に

ご参加ください。

2月9日(土)と き

第1部 午前11時～正午

第2部 午後0時30分～3時30分

ところ

フェリヴェール

サンシャイン

〈水戸市白梅2-3-86〉

内 容

第1部（要申込）●

看護師国家試験対策講座

講師：さわ和代氏

第2部（申込不要）●

県内医療機関による職場紹

介コーナー、看護職進学・就

職相談コーナーなど

無料参加費

申込方法

第1部のみ申し込みが必要

となりますので、氏名、所属

学校、学年を記入のうえ、

・メール・郵送のいずFAX

れかでお申し込みください。

申込・問合せ

〒310-0034

水戸市緑町3-5-35

(公社)茨城県看護協会

029-221-69005

029-226-0493

ibaraki@nurse-center.net

お知らせ版 平成31年1月17日号
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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）



採用後「自衛官候補生」

に任命され、自衛官となる

ために必要な基礎的教育訓

練に専念する採用制度で

す。平成30年10月から採用

上限年齢が引き上げになり

ました。

応募資格

18歳以上33歳未満（平成

31年7月31日現在、33歳に

達していない）の方

2月18日(月)まで受付期限

2月24日(日)試験日

霞ヶ浦駐屯地試験場

〈 〉土浦市右籾町2410

3月末頃入隊時期

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

【相談電話番号】

０１２０－０５２－０８８5

（フリーダイヤル）

生活保護に関するご相談

、 。に 司法書士がお応えします

相談無料・秘密厳守です。

相談日時

1月27日(日)

午前10時～午後4時

問合せ

茨城青年司法書士協議会

0291-32-26465

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。

2月の1か月間と き

〈 〉土曜･日曜･祝日を除く

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。

茨城司法書士会問合せ

029-225-01115

坂東市文化協会加盟団体

「坂東落語同好会」の公演

です。ばんどうホコテンも

同日開催！お気軽にお立ち

寄りください。

1月26日(土)と き

午後1時～3時30分

本町公民館和室ところ

〈岩井2792-1〉

無料入場料

60人定 員

問合せ

坂東落語同好会

大久保 0297-36-30285

2月24日(日)と き

午前10時～午後3時

〈雨天中止〉

坂東郷土館ミューズところ

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

不可とします。

◎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18日(金)～2月1日(金)

申込・問合せ

生涯学習課

0297-21-22045

2月24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(先着順)募集人数

2月8日(金)まで申込期限

申込・問合せ

交通防災課

0297-21-21805

お知らせ版 平成31年1月17日号
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ご相談ください
講座やイベント



延命寺、坂東消防署、地

元消防団第8分団にご協力

いただき、防火訓練を実施

します。お気軽にお立ち寄

りください。

1月27日(日)と き

午前10時～正午

延命寺（島の薬師）ところ

〈岩井1111〉

内 容

①消防用設備等の点検

②通報訓練

③消火器を使用した消火訓

練・放水訓練

生涯学習課問合せ

0297-21-22045

と き

2月28日(木)･3月1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〉

120人(先着順)募集人数

4,650円テキスト代

申込方法

坂東消防署で受講申込書

に必要事項を記入のうえ、

テキスト代を添えてお申し

込みください。

※印鑑をお持ちください。

申込期間

2月1日(金)～22日(金)

〈土曜・日曜・祝日を除く

午前8時30分～午後5時〉

申込・問合せ

坂東消防署

0297-35-21295

【 作 品 展 】

■フラワーアレンジメント

（カトレア・エレガンス）

開催期間

2月1日(金)～7日(木)

■生け花同好会

開催期間

2月9日(土)～15日(金)

■エコクラフト

(平成30年度講座生)

開催期間

2月20日(水)～3月5日(火)

午前9時～午後9時時 間

※各展最終日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

■ミニバンドと歌おう！

日本の歌

2月19日(火)と き

午後2時～4時

無料参加費

40人(先着順)募集人数

■うどん作り教室

2月26日(火)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

※各申込は1月23日(水)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

第 回日本ハンドボールリーグ（女子）43
茨 城 大 会 開 催 ! !

平成31年いきいき茨城ゆめ国体ハンドボール競技の

守谷市・常総市・坂東市での開催を記念し、第43回日

（ ） 。本ハンドボールリーグ 女子 茨城大会を開催します

地元出身の選手も活躍！迫力あふれる試合を間近で

体感してください。当日はハーフタイムショーやサイ

ン会等も予定しています。ぜひご来場ください。

2月11日(月･祝) 試合開始：午後1時と き

総合体育館ところ

ＨＣ名古屋 (守谷市出身：丸山選手)対戦カード

対 オムロン（常総市出身：岩渕選手）

無料入場料

いきいき茨城ゆめ国体問合せ

守谷市・常総市・坂東市実行委員会事務局

0297-21-51205

ハンドボール競技開催
平成31年10月3日(木)～7日(月)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）
お知らせ版 平成31年1月17日号



世界に誇れる伝統文化で

ある能楽の体験教室です。

簡単な所作や謡の体験、狂

言実演（柿山状）などがあ

ります。この機会に能楽に

触れてみませんか。

2月3日(日)と き

午後1時～3時

猿島公民館和室ところ

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

0297-21-22045

2月10日(日)と き

午後2時～

坂東郷土館ミューズところ

視聴覚ホール

内 容

－小泉八雲 怪談より－

「むじな 「雪おんな」」

「幽霊滝の伝説」

「耳なし芳一のはなし」

構成･演出：根岸清子先生

特別出演：薩摩琵琶奏者

那須錦鈴先生

無料入場料

※整理券を配布します。

申込・問合せ

朗読クラブ「ひまわり」

諏訪 090-6512-61435

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。

2月24日(日)と き

午前11時～午後2時30分

市内飲食店ところ

対象者

男性は46歳以上の独身の方

で、市内在住の方または将来

坂東市に住む予定のある方。

女性は独身の方（年齢・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

2月1日(金)まで申込期限

申込・問合せ

秘書広聴課

0297-20-82655

障害者手帳の交付を受け

ている市内在住の方を対象

に、自立と社会参加の促進

のためボウリング大会を開

催します。ふるってご参加

ください。

2月23日(土)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〉

身体障がい部 門 ●

知的障がい●

精神障がい●

1人 300円参加費

2月8日(金)まで申込期限

申込・問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 0297-35-4811● 5

支所 0297-44-2943● 5

0280-88-1000

子どもたちがインターネッ

トを介して被害者や加害者に

ならないため、インターネッ

トの危険性やその対処方法、

トラブル回避方法などを学び

ませんか。お子さんやお孫さ

ん、自分自身を危険から守り

ましょう。どなたでも参加で

きますので、お気軽にお申し

込みください。

2月17日(日)と き

午後1時30分～3時

市役所1階ところ

多目的ホール

講 師

茨城県メディア教育指導員

無料参加費

申込方法

電話またはメールでお申し

込みください。メールには、

住所・氏名・連絡先をご記入

ください。

2月14日(木)まで申込期限

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835



インターネット安全安心教室

shiminkyodo@city.bando.

ibaraki.jp

7
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平成31年1月17日発行 ■坂東市秘書広聴課■

講 座 名 日 程 内 容 講 師 定員 材料費

2,000円
お灸で 2月14日(木) 入門編 お灸とツボについて

張替健志
健康づくり 2月28日(木) 冷え性としびれ対策

10人 (各回
〈1回から 3月21日(木･祝) ストレスと耳鳴り対策

500円)
参加可能 3月28日(木) 体と骨盤のゆがみ対策〉

①アロマの基礎知識
2月17日(日)

健康に役立てる ②バスソルト作り(風邪対策)
アロマテラピー 3月 3日(日) すっきりジェル作り(肩こり対策) 張替ゆうみ 10人 5,000円

〈全4回〉 3月17日(日) ハンドクリーム作り(乾燥肌対策)
3月31日(日) アロマミスト作り(ストレス対策)

午前10時～正午時 間
市内在住・在勤の方対象者
無料（材料費は個人負担です）受講料

1月22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。

猿島公民館 0297-44-3154／0280-88-0835申込・問合せ 5

猿島公⺠館講座 受講⽣募集

可燃ごみの収集日となっている地区に2月11日(月)〈建国記念の日〉のごみ収集

限り、通常の収集を行います。 《問合せ》生活環境課 0297-21-21895

「ふる里さしま古城まつり」の開催月が変わります

これまで10月に開催していた「ふる里さしま古城まつり」が、今年から4月の開催と

なります。地元生まれのベニサシマなどの桜が美しく咲き誇る中、鎧武者が勇ましく城

跡を練り歩く姿をご期待ください。皆さんお誘いあわせのうえ、ぜひお越しください。

4月7日(日) 午前10時～午後4時と き

逆井城跡公園〈逆井1262〉ところ

同じ時期に、市内の桜の名所では夜間ライトアップを行います。夜の闇に照らし出さ
れる美しい夜桜を、ぜひお楽しみください （さくらまつりは開催しません）。

3月下旬～4月中旬 ※桜の開花状況にあわせてライトアップします。と き

①八坂公園〈岩井3162-3〉 ②逆井城跡公園〈逆井1262〉ところ

③歓喜寺〈辺田978〉

①②：午後6時～10時 ③：施設の都合によります。点灯時間

商工観光課 0297-20-8666問合せ 5
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