
11月17日(日）と き

午前8時30分～正午

市民課ところ

さしま窓口センター

必要なもの

登録する印鑑●

本人確認ができるもの●

（運転免許証､マイナンバー

カード､その他官公署発行

の写真付き身分証明書)

300円登録料

※臨時窓口での登録は、ご本

人の申請に限ります。

市民課問合せ

0297-21-21865

市では、子どもたちを学

校まで安全に送り届ける通

学バスの運転手さんを募集

します。お気軽にお問い合

わせください。

勤務日時

月曜～金曜

朝：午前7時～9時

夕：午後2時～4時

※夕方の勤務は月2回程度

です。

日額5,000円賃 金

※朝のみの勤務日は時給換

算となります。

1人募集人数

必要な資格

普通自動車免許

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●

（写真貼付・本人自筆）

運転免許証のコピー●

※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。

学校教育課問合せ

0297-21-22025

1

、 。10月から試験的に 旧プリオ101跡地の一部を市民駐車場として一般開放しています

商店街のお買い物等でご利用ください。

旧プリオ101跡地（右図参照）と こ ろ

〈岩井3278-1 外12筆の一部〉

午前9時から当面の間日没まで利用時間

※利用時間外の駐車はご遠慮ください。

※イベントの会場・駐車場として使用する

際は、利用を制限することがあります。

企画課 0297-21-2181問 合 せ 5

防災行政無線として、国や市からのＪアラートやお持ちですか？防災ラジオ

防災情報などを配信します 《申込・問合せ》交通防災課 0297-21-2180。 5



台風19号に関する保険金

等の請求には、市が交付す

るり災証明書は原則必要あ

りません。

保険金等の請求について

は、ご加入の保険会社等に

お問い合わせください。

問合せ

関東財務局

水戸財務事務所 理財課

029-221-31955

機器の点検・補修工事の

ため、休館となります。

休館期間

11月11日(月)～18日(月)

※月曜は定期休館日です。

ところ・問合せ

さしま健康交流センター

遊楽里〈寺久1290〉

0297-20-98225

①温水プール・休養施設

（お風呂 ・研修室休館）

施設の修繕・点検のため、

休館となります。

なお、スポーツ施設（グ

ラウンドゴルフ場、野球場、

テニスコート）は通常どお

ゆ ら り

り営業します。

休館期間

11月11日(月)～25日(月)

※月曜は定期休館日です。

②温水プールのみ休館

修繕工事のため、引き続

き休館となります。

休館期間

11月26日(火)～12月9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

市では、10月1日の消費

税率引き上げによる影響を

緩和するため、プレミアム

付商品券を販売しています。

住民税非課税の方は、購

入引換券の申請が必要です。

申請期限が近づいています

ので、商品券の購入を希望

する方は、期限までの申請

をお願いします。

商品券購入対象者

①令和元年度の住民税が非

課税の方

※住民税課税者と生計同一

の配偶者・扶養親族、生

活保護受給者を除きます。

②平成28年4月2日から令和

元年9月30日までに生まれ

た子のいる世帯の世帯主

購入までの流れ

(１)申請

「購入引換券交付申請書｣

に必要事項を記入のうえ、

同封の返信用封筒で返送し

てください。申請期限は11月

29日(金)です。

※購入対象者②の方は申請

不要です。

(２)購入引換券送付

10月初旬以降、商品券を

購入するための引換券を送

付しています。

(３)商品券購入

市内郵便局で、引換券、

購入代金、本人確認書類を

提示し、商品券を購入して

ください。

販売期間

令和2年2月14日(金)まで

社会福祉課問合せ

0297-21-21905

古河税務署では、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

が説明します。

12月4日(水)と き

午前10時～正午

坂東市商工会館ところ

〈岩井3230-1〉

古河税務署問合せ

個人課税第一部門

0280-32-41615

※自動音声に従い｢2｣を選

択してください。

お知らせ版 令和元年11月7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）

★右ページへ
続く

、令和元年台風第15号・第19号災害義援金の受付 日本赤十字社では

今回の災害で被災された方々を支援するため、義援金の受付を行います。

市内約160店舗で

利用可能！

プレミアム付商品券を

ご活用ください。



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、納期限の12月2日(月)

までに納付をお願いします。

問合せ

筑西県税事務所境支所

0280-87-11205

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

される、質の良くない残土

を埋立てられる、不法ヤー

ドとして使用されるなどの

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。警察でも取締りを

強化しており、安易に同意

や契約をしてしまわないよ

う、土地所有者の方にご協

力をお願いしています。

不法投棄をされると、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。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

ので、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

近年、県西地域では水稲

の病害である「イネ縞葉枯

病」の発生が増加していま

す。この病気は、ウイルス

を持っている「ヒメトビウ

ンカ」という虫が稲を吸う

ことで感染し、発病します。

翌年のイネ縞葉枯病の発生

を抑えるため、ヒメトビウ

ンカの生息密度を減らす対

策を行いましょう。

対策①

ひこばえ(再生イネ)はヒ

メトビウンカの生息地とな

るため、収穫後は速やかに

水田の耕起を行いましょう。

し ま は が れ び ょ う

対策②

ヒメトビウンカは水田畦

畔や周辺の土手等のイネ科

で越冬するので、畦畔等の

除草を徹底しましょう。

問合せ

坂東地域

農業改良普及センター

0297-34-21345

市では、生産緑地地区変

更案作成のため、原案の縦

覧と公聴会を開催します。

公聴会で意見を述べるこ

とを希望する方は、事前に

公述申出書の提出が必要で

す。

詳細については、お問い

合わせいただくか市ホーム

ページをご覧ください。

※公述申出者がいない場合、

公聴会は開催しません。

■縦覧

と き

11月15日(金)～25日(月)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

都市整備課窓口ところ

■公聴会

12月2日(月)と き

午後1時30分～

市役所3階ところ

大会議室

提出・問合せ

都市整備課

0297-21-21975

お知らせ版 令和元年11月7日号

3

不法投棄・野焼きを

見つけたら

｢不法投棄１１０番｣
(県廃棄物対策課につながります)

０ １ ２ ０ -5

５ ３ ６ - ３ ８ ０
み は れ

休日･夜間は境警察署へ

0280-86-01105

も んなで らなくいつ み む

、 、詳細については 市または日本赤十字社ホームページをご覧いただくか

お問い合わせください。《受付･問合せ》社会福祉課 0297-21-21905

★左ページから
続く



■高等工科学校生徒

応募資格

令和2年4月1日現在、15歳

以上17歳未満で中学校卒業

(見込を含む)の男子

試験日

推薦●

1月5日(日)･6日(月)の指

定する1日

一般 1月18日(土)●

申込期限

推薦 11月29日(金)まで●

一般 1月6日(月)まで●

■自衛官候補生

受付時に通知試験日

※受付は年間を通して行っ

ています。

【 共 通 事 項 】

問合せ

自衛隊筑西地域事務所

0296-22-72395

市では、消

防団活動に積

極的に協力し

ている事業所

や団体を認定

する「坂東市消防団協力事

業所表示制度」を実施して

います。協力事業所には、

表示証を交付します。

申請方法など詳細につい

市消防団協力事業所表示制度

ては、お問い合わせくださ

い。

認定基準

次のいずれかに当てはま

る事業所

消防団員である従業員が●

1人以上いる

従業員の消防団活動につ●

いて積極的に配慮している

災害時に事業所の資機材●

等を消防団に提供している

従業員による機能別消防●

団等を設置している

その他消防団活動に協力●

することにより、地域の

消防防災体制の充実強化

に寄与している

申請・問合せ

交通防災課

0297-21-21805

県内で就農または農業法

人への就業を希望する方を

対象としたセミナー・相談

会です。

「農業を始めたいけど、

何から始めたらいいか分か

らない 「農業の会社につ」

いて知りたい」など、興味

のある方はお気軽にお越し

ください （セミナーのみ。

申込が必要です ）。

12月7日(土)と き

セミナー：●

正午～午後1時30分

相談会：午後1時～4時●

ところ

イーアスつくば

2階 イーアスホール

〈 〉つくば市研究学園5-19

申込・問合せ

公益社団法人

茨城県農林振興公社

029-350-86865

＊ホームページ

「茨城就農コンシェル」

で検索

【相談電話番号】

０５７０－０７０－８１０5

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18日(月)～22日(金)●

午前8時30分～午後7時

11月23日(土･祝)･24日(日)●

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。

水戸地方法務局問合せ

人権擁護課

029-227-99195

お知らせ版 令和元年11月7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

▲消防団協力事業所
表示マーク

マイナンバーカードを利用することで、各種証お持ちですか？マイナンバーカード

。 、 。明書をコンビニで取得することができます 交付手数料は200円 窓口よりお得です

★右ページへ
続く



内閣府男女共同参画局ホ

ームページでは、女性に対

する暴力について、状況に

応じた相談窓口を紹介して

います。

暴力は、いかなる理由が

あろうとも決して許される

ものではありません。特に、

配偶者やパートナーからの

暴力、性犯罪、ストーカー

行為、売買春、人身取引、

セクシュアル・ハラスメン

ト等、女性に対する暴力は、

女性の人権を著しく侵害す

るものです。あなたや周り

の人が暴力に悩んでいた

ら、ひとりで悩まずご相談

ください。

■ＤＶやストーカー被害に

ついての相談

①茨城県女性相談センター

029-221-41665

月～金曜:

午前9時～午後9時

土曜･日曜･祝日：

午前9時～午後5時

②県警察女性専用相談電話

029-301-8107〈24時間〉5

③市女性相談（女性相談員）

0297-21-2183〈要予約〉5

■被害の未然防止について

の相談

警察相談専用電話

＃9110 または5

029-301-9110〈24時間〉5

※緊急時は境警察署(0280-

86-0110)または110番へ

おかけください。

市民協働課問合せ

0297-21-21835

＊ホームページ

｢男女共同参画局｣で検索

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？ 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

のご相談も受け付けていま

す。お気軽にお申し込みく

ださい。

12月8日(日)と き

午後1時～4時

ところ

古河市中央公民館

〈古河市下大野2248〉

12人(先着順)募集人数

持ち物

身分証明書、写真Ｌ判

申込期間

11月25日(月)～12月4日(水)

坂東市ほか後 援

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

長屋 090-6122-56775

野口 090-1100-13165

結 婚 相 談 会

トレーニング室の利用に

は、講習修了証の提示が必

要になります。修了証は講

習会を受講された方に発行

していますので、利用をご

希望の方は、講習会にご参

加ください。

と き

12月17日(火)●

①午後4時～4時30分

②午後7時～7時30分

12月21日(土)●

③午前10時～10時30分

総合体育館ところ

トレーニング室

高校生以上の方対象者

①、③ 150円参加費

② 300円

、 、※区域外の方は① ③300円

②600円になります。

各回15人(先着順)募集人数

持ち物

上履き、運動のできる服装

申込方法

総合体育館窓口またはお電

話でお申し込みください。

申込期間

11月25日(月)～12月2日(月)

〈土曜･日曜を除く

午前9時～午後5時〉

申込・問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

お知らせ版 令和元年11月7日号

5

講座やイベント

取得できる証明書：住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（非課税）証明書、

所得証明書（児童手当用を含む） 《問合せ》市民課 0297-21-21865

★左ページから
続く



12月14日(土)と き

午前8時30分受付

総合体育館ところ

主競技場

種目・参加費

男子団体戦●

(4シングル＋1ダブルス)

一般2,000円、学生1,200円

女子団体戦●

(2シングル＋1ダブルス)

一般1,200円、学生1,000円

個人戦（トーナメント戦）●

一般500円、学生300円

申込期限

12月6日(金)まで

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前9時～午後5時〉

注意事項

出場時は、ゼッケンを着用

してください （ゼッケンの。

無い方はお伝えください）

申込・問合せ

坂東市体育協会卓球部長

宮部 090-7708-17095

＊メールでの問合せも可

susu3694@ybb.ne.jp

問合せ

国体･五輪･スポーツ振興課

〈総合体育館内〉

0297-35-17115

ダブルスによるリーグ戦

後、順位別トーナメントを

行います。さらに、アトラ

クションのターゲットテニ

スもあります。一日テニス

を楽しみませんか。

詳細については、市また

は市体育協会ホームページ

をご覧ください。

11月30日(土)と き

午前9時～

岩井テニスコートところ

参加資格

市内在住・在学・在クラ

ブの方

対象者

小学生の部：●

レベル制限無し

中学生初級者の部：●

初・中級レベル

1組 2,500円参加費

各12組(先着順)募集人数

11月18日(月)申込日時

※午後7時～8時の間にお申

し込みください。留守番

電話への申込みは無効で

す。

申込・問合せ

坂東市テニス連盟

小学生の部●

直江 0297-35-54185

中学生初級者の部●

石塚 090-4939-55155

【 作 品 展 】

■手編み（やさしい手編み

令和元年度受講生）

11月23日(土･祝)～と き

12月6日(金)

午前9時～午後9時

※6日は午後3時まで

【 受 講 生 募 集 】

■まんじゅう作り教室

と き

11月26日(火)

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

■キムチ作り教室

と き

12月7日(土)

午前9時30分～正午

600円教材費

16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8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 座布団

エプロン、昼食

■おやき作り教室

と き

12月17日(火)

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

※各申込は11月12日(火)か

ら受付を開始します。

【ところ･申込･問合せ】

神大実分館〈月曜休館〉

0297-30-18005

お知らせ版 令和元年11月7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）

パソコンや携帯電話のメールご登録ください 情報メール一斉配信サービス

アドレスを登録していただいた方に、市からの情報をメールで配信しています。

★右ページへ
続く



シルバーリハビリ体操

、 、 、 、は 立つ 座る 歩くなど

日常生活の動作の訓練にな

る体操です。あなたも地域

の高齢者の介護予防と健康

づくりのために活動してみ

ませんか。

と き

1月21日(火)･23日(木)･

27日(月)･28日(火)･

30日(木)･2月3日(月)

〈全6回〉

ところ

岩井福祉センター夢積館

※初回は水戸市で開催のた

め、バスで送迎します。

受講資格

次のすべての要件を満た

している方

市内在住●

おおむね60歳以上●

常勤の職に就いていない●

全日程に参加可能●

地域活動に参加可能●

15人(先着順)募集人数

無料受講料

（ ）昼食は各自持参

申込期限

11月25日(月)まで

〈土曜･日曜･祝日を除く

〉午前8時30分～午後5時15分

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所（岩井福祉センター夢積

館内）または支所（猿島福

祉センターほほえみ内）窓

口でお申し込みください。

坂東市北部地域問合せ

包括支援センター

社会福祉協議会

0297-44-29435

0280-82-12845

標本にさわって、自然を

身近に感じてみませんか。

障害者手帳をお持ちの方

は、入館無料です （付き。

添いの方は1人まで無料）

と き

11月23日(土･祝)～

12月8日(日)の開館日

午前9時30分～午後5時

ミュージアムパークところ

茨城県自然博物館

企画展示室

内 容

■手で感じる

動物の毛皮やバードカー

ビング（鳥類模型 、昆虫）

や植物の拡大模型、恐竜の

化石などにさわってみよ

う。木のパズルで遊ぼう。

■耳で感じる

動物の声あてクイズで鳴

き声を聞いてみよう。

■鼻で感じる

植物のにおいをかいでみ

よう。

■海の生きものタッチング

海の生きものにさわって

。（ 、みよう 午前11時～正午

午後2時～3時）

ミュージアムパーク問合せ

茨城県自然博物館

〈月曜休館〉

0297-38-20005

お知らせ版 令和元年11月7日号
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教 室 名 開 催 日 時 間 内 容 募集人数 材料費

ガスバーナーでガラス
12月11日(水)

12月14日(土) 各14人 各回
とんぼ玉 午後1時30分～3時30分 を溶かして、ストラッ

(先着順) 1,000円12月18日(水)
プなどを作ります。

12月21日(土)

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

11月15日(金) 午前9時から、お電話でお申し込みください。申込方法

さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ 0297-20-9980ところ･申込･問合せ 5

｢イベント・行政情報｣や｢災害情報｣等を配信中です。ＱＲコードまたは市ホー

ムページからご登録ください 《問合せ》秘書広報課 0297-20-8265。 5

★左ページから
続く
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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。

1月12日(日)と き

午前8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

各クラス毎に受付します

(先着順)。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

市観光協会、さしま窓口セ

ンターにあります。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8日(金)～29日(金)

申込・問合せ

坂東市観光協会

〈商工観光課内〉

0297-20-86665

令和元年11月7日発行 ■坂東市秘書広報課■

講 座 名 日 時 内 容 講 師 定員 材料費

おもてなしのお花 クリスマスとお正月に彩
12月21日(土)

(プリザーブド りを添え、季節を感じて 古谷直美 10人 2,000円
午前10時～11時

フラワー) 楽しみませんか。★

正月の玄関飾り 小川 實 12人 500円
12月22日(日) 手作りの輪飾りでお正月

午前9時30分～正午 を迎えませんか。

12月5日･12日･19日 地元産常陸秋そばで、本年越し！
1回

手打ちそば 各木曜日 格的な手打ちそばを打っ 倉持 豊 12人
1,500円

〈 〉全3回 午後6時～9時30分 てみませんか。

300円木炭デッサンに 1月16日･23日･30日 絵画や彫刻、イラストの

★ ※木炭紙挑戦！ 2月 6日 各木曜日 制作等に役立つ人物デッ 湯澤美麻 15人
1枚分〈 〉全4回 午後6時～8時 サンを学んでみませんか｡

市内在住・在勤・在学の方対 象 者

「おもてなしのお花」は、親子で参加が可能です。小学3年生以下の方は、★

必ず保護者同伴でご参加ください。

「木炭デッサンに挑戦！」は、中学生以上の方が対象です。★

無料（材料費は個人負担）受 講 料

11月20日(水)～ 定員になり次第締切〈受付時間:午前9時～午後5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 5

観光協会ＨＰは

こちらから

◆企画展開催中！ぜひご来場ください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ
0297-44-00555
0280-88-87005
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