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掲載されている情報は、5月25日時点のものです。最新情報は市ホームページを

ご覧いただくか、各問い合わせ先にご確認ください。！

6月分からの児童手当･特

例給付を受けるには、現況

届の手続きが必要です。手

続きをしないと6月分以降

の手当が受けられなくなり

ますので、必ず手続きをお

願いします。

手続きの方法

手続きが必要な方には、

児童手当・特例給付現況届

を6月中旬に郵送します。

必要事項を記入のうえ、提

出書類を添えて同封の封筒

で返送してください。原則

郵送で提出をお願いします。

（公務員の方は勤務先にご

確認ください）

提出書類

児童手当･特例給付現況届

社会保険加入者の方は、受

給者(保護者)の健康保険被

保険者証のコピー(余白に

勤務先名を記入)

外国人の方は在留カード等

※その他、必要に応じて提出

する書類があります。

こども課問合せ

0297-21-21915

募集住宅

藤田住宅、さしま住宅住宅名

鉄筋コンクリート造3～4階建て構 造

2DK 3戸 3DK 9戸戸 数

※募集中に同種類の空家が出た場合、募集住宅に

追加します。

6月15日(月)～26日(金)募集期間

〈 〉土曜･日曜を除く午前8時30分～午後5時15分

令和2年9月1日入居可能日

14,400円～50,500円月額家賃

（世帯全体の収入により計算します ）。

43,200円～151,500円（家賃の3か月分）敷 金

6,000円（駐車場使用料の3か月分）保証金

（次の要件をすべて備えている方）入居申込者の資格

①坂東市内に住所または勤務場所がある方

②同居または同居しようとする親族がいる方

(申込日から2か月以内に結婚し、同居する方を含む)

③入居または同居しようとする親族が暴力団員でないこと

④兄弟だけの申込みはできません(両親死亡等を除く）

⑤現在住宅に困っている方(持ち家のある方は不可）

⑥市税等を滞納していない方

⑦世帯の収入の合計が基準内であること

⑧自立して生活を営める方

⑨母子・父子世帯は離婚が成立していること

⑩その他、坂東市営住宅管理条例による

申込書に必要事項を記入のうえ、必要書類申込方法

を添えて管財課にお申し込みください。

※申込書は管財課にあります。

管財課〈市役所3階〉 0297-21-2179問合せ 5

●

●

●

新型コロナウイルス感染症に
関する特集ページ（P3～P6）



全国瞬時警報システムと

は、国が発表する地震・武

力攻撃などの緊急情報を、

各市町村の情報伝達手段に

より国民の皆さんへ瞬時に

お伝えするシステムです。

このシステムを利用して、

大地震の発生に備え全国一

斉に試験放送・配信を行い

ます。市では今回、防災ラ

ジオと情報メールでお伝え

します。実際の災害とお間

違いのないよう、ご注意く

ださい。

6月17日(水)配信日時

午前10時

交通防災課問合せ

0297-21-21805

一般財団法人自治総合セ

ンターでは、宝くじを財源

に、コミュニティ活動に必

要な施設や設備の整備に対

して助成を行っています。

今回、令和3年度に実施・

完了する事業を募集します。

なお、助成事業実施の有

無を含め内容が変わる場合

もあります。また、申請し

た団体に必ず交付されるも

のではありません。ご了承

ください。

対象団体

コミュニティ組織(自治

会､自主防災組織等)または

コミュニティ組織の連合体

等で､公共団体等から補助

金を受けていない団体

助成額

一般コミュニティ助成事業

100～250万円

自主防災組織育成助成事業

30～200万円

青少年健全育成助成事業

30～100万円

申込期間

6月4日(木)～8月31日(月)

申込・問合せ

市民協働課

0297-21-21835
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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）

センター健診の申込受付(胃がん検診希望者)

健診実施日 実施会場

7月10日(金)･11日(土) 猿島公民館

7月12日(日)･13日(月) 岩井保健センター

8月 5日(水)･ 6日(木)･ 7日(金) 総合体育館

6月11日(木)～（要事前予約）申込開始

40歳以上の方対 象 者

1日 120人（定員になり次第締切）定 員

①胃がん ②特定健診(一般健診) ③大腸がん健診内容

④肺がん・結核(胸部レントゲン)

⑤前立腺がん ⑥肝炎ウイルス

※④～⑥のみの申し込みはできませんので、ご希望の方

はコミュニティ健診(予約制)を受診してください。

各検診により異なりますので、市保健事業予負 担 金

定表または市ホームページをご覧ください。

健康づくり推進課 0297-35-3121申込・問合せ 5

今年のテーマは｢2020年、受動喫煙のない社会5月31日(日)～6月6日(土)は禁煙週間

を目指して～たばこの煙から子どもたちを守ろう～」です。健康寿命をのばしましょう。

●

●

コミュニティ健診
変更のお知らせ

新型コロナウイルスの感
染拡大防止の観点から、コ
ミュニティ健診が次のとお
り変更となります。

①予約制になります。
②1日の定員が120人になり

ます。

■6月のコミュニティ健診
会場はすべて総合体育館●

になります。
予約は受付中です。●

申込・問合せ
健康づくり推進課

0297-35-31215
◎受診券についての問合せ

保険年金課
0297-21-21875

●

避難に関する緊急情報

や防災情報などを配信

防災ラジオ●

申込みは交通防災課へ

情報メール●

登録はこちらから
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新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

市内公共施設等の利用を再開しました（一部を除く）

市では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、市内公共施設の使用を休止・
制限していましたが、安全点検等を十分に実施し、利用ガイドライン等を作成して利
用を再開しました。ご利用の際は大人数・密集・密接を避け、感染拡大防止へのご協
力をお願いします。詳細については、各施設にお問い合わせいただくか、ホームペー
ジをご覧ください。

◎当面の間、市内公共施設の利用は します 。市内在住の方に限定 （一部を除く）

施 設 名 再開日 備 考

開館時間は午前9時～午後9時30分公 民 館
一部設備･部屋等は使用不可岩井・猿島公民館、神大実分館など

開館時間は午前8時30分～午後9時30分
市 内 体 育 施 設（屋外）

6月 2日(火)
球場、テニスコート、運動公園など

開館時間は午前9時～午後9時30分市 内 体 育 施 設（屋内）
武道場･トレーニングルームは当面の間使用不可総合体育館、猿島体育館など

開館時間は午前10時～午後5時岩井図書館、猿島図書館、資料館 5月26日(火)

開館時間は午前9時～午後10時市 民 音 楽 ホ ー ル
6月 2日(火)

(リハーサル室のみ利用可能)

茨城県コロナ対策指針 Stage1に公 園 5月11日(月)

なったら遊具閉鎖を解除八坂公園、中央児童公園など (一部遊具は閉鎖)

今年度は開園を中止八 坂 公 園 プ ー ル

6月 2日(火)児童福祉センター

6月2日(火)から夢積館のふれあい岩井福祉センター｢夢 積 館｣
未 定

(県内在住の方に限定)猿島福祉センター｢ほほえみ｣ 広場のみ利用可能

県内在住の方に限定
さしま健康交流センター｢遊楽里｣ 6月 2日(火)

浴場は当面の間利用不可

7月 1日(水)予定観光交流センター｢秀緑｣

特別定額給付金(10万円) ご相談ください
振り込みを開始しています コロナ対策支援室

市では、国の｢特別定額給付金(10万円)｣ 市では、新型コロナウイルス感染症に

の振り込みを開始しています。 関するお問い合わせや相談に応じる支援

5月23日に各世帯主様宛に申請書を郵送 室を設置しています。経済支援制度のご

しましたので、申請をお願いします。 案内等も行っていますので 「どこに問、

」 、■給付状況(5月28日支払予定込) い合わせたらいいのか分からない 時は

お電話や窓口でお気軽にご相談ください。給付件数 給付金額

1,098件 3億2,320万円
■新型コロナウイルス感染症対策支援室

問合せ 特別定額給付金(10万円)相談室 0297-35-2121(内線1826･1840)
50297-35-2121(内線1825･1837･1839)

問合せ 5

〈 〉
〈土曜･日曜･祝日を含む午前9時～午後5時〉

土曜･日曜･祝日を含む午前9時～午後5時

市役所1階に相談窓口を開設中です

◆茨城県コロナ対策指針 Stage1とは？◆
県の新型コロナウイルス対策の段階的緩和に向けた独自基準で、陽性者数や病床稼働率等の判

断指標の6項目すべてが最低レベルだと「Stage1」（感染が抑制できている状態）となります。



坂東市Wプレミアム商品券◆＼ ／ ◆全国初！

ダブル

市では、経済対策として1セット5,000円で10,000円分の利用ができるプレミアム商品券を発行
。 、 。します 店舗換金額に5％を上乗せして支払い(大規模店は除く) 市内店舗の経済支援も行います

1セット5,000円（500円券×20枚＝10,000円分）
飲食店専用券×4枚 飲食店＋小型店専用券×10枚

販売価格・
● ●

共通券(大規模店を含む加盟店全店で使用可能)×6枚
セット内訳

●

7月7日(火)～令和3年2月26日(金) ※使用期限は令和3年2月28日(日)まで販売期間
市内郵便局(全12か所) 〈土曜･日曜･祝日を除く午前10時～午後5時〉販売場所
令和2年5月29日時点で市内在住の方（1人1セットまで購入可）
対象の方には、6月下旬に市から世帯主様宛に｢購入申込はがき｣を郵送します。

販売対象者

｢購入申込はがき｣と身分証明書を持参のうえ、郵便局窓口におこしください。購入方法

市内の加盟店舗利用可能店舗

■テイクアウト・デリバリー事業支援補助金／感染拡大防止協力金
市では、経済対策として市内飲食店事業者に補助金または協力金を交付します。

テイクアウト･デリバリー事業支援補助金 感染拡大防止協力金
｢ 坂東｣事業に参加し､テイクアウト･ ｢茨城県新型コロナウイルス感染症拡大Take out
デリバリー事業を行う市内飲食店事業者 防止協力金｣を受けている市内飲食店事対 象 者
(これからテイクアウト事業を始める方も含む) 業者(スナック・バー等も含む)

一律50,000円
テイクアウト･デリバリー事業を行う際にか
かる経費の10分の10以内の額で50,000円まで

補助金額

申請書に必要書類を添えて提出してください。
申請書は商工観光課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

申請方法

令和3年2月28日(日)まで 令和2年7月10日(金) まで申請期限
支援を受けられるのはいずれか一方のみです。注意事項

商工観光課 0297-20-8666申請・問合せ 5
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新型コロナウイルスに関する市独自の取り組み

市では、子育て世帯の生活を支援するため 「臨時こども手当」と、
「臨時児童扶養手当」を支給します。

■臨時こども手当〈児童1人につき5,000円給付〉
令和2年3月31日時点で市内在住の、0歳～18歳の児童(平成14年4月2日～令和2年
3月31日に生まれた児童)を養育する方

対象者

市から令和2年4月分の児童手当・特例給付を受給している方は申請不要です。
6月10日(水)に児童手当の登録口座へ振り込みます。

申請が不要な方

次の児童を養育する方は申請が必要です。
①官公庁から児童手当・特例給付を受給している児童
②令和2年度に高校1～3年生に該当する年齢の児童
③市内在住で別市町村から児童手当・特例給付を受給している児童申請が必要な方

5月18日付けで送付した申請書に必要事項を記入のうえ、返送してください。
振込期日：申請の受理に応じて7月22日(水)以降に順次振り込みます。
最終申請期限：9月30日(水)まで

■臨時児童扶養手当〈児童1人につき5,000円給付〉
令和2年4月分の児童扶養手当を受給された方対象者
申請は不要です。6月10日(水)に児童扶養手当の登録口座へ振り込みます。給付方法

こども課 0297-21-2191問合せ 5

現在加盟店を募集中です。申込みの詳細は、坂東市商工会
（ 0297-35-3317）へお問い合わせください。5

新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ

店舗に上乗せするWプレミアムは
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坂東～おうちでごちそう～Take out
市では、お持ち帰り(テイクアウト)や宅配(デリバリー)ができる市内飲食店

の情報を掲載するサイト｢ 坂東｣を開設しています。お知らせ版でもTake out
次のとおり紹介しますので、ぜひご利用ください。情報掲載加盟店も募集中で
す。詳細についてはお問い合わせください。

■岩井地域
住所 住所

電話番号 電話番号
ジャンル 飲食店名 ジャンル 飲食店名

辺田1417-1 軽食・ 岩井3304
和食 天ぷら 松の家 ハマヤ0297-35-6757 スイーツ 0297-35-01285 5

岩井2837-1 軽食・ 岩井4503-12
和食 (有)四つ六庵 喫茶 一番館0297-35-0582 スイーツ 0297-35-69435 5

岩井4399-3 軽食・ 辺田1521
和食 あら井寿司 創作和菓子 すずき0297-35-0693 スイーツ 0297-35-01765 5

岩井4957-3 軽食・ 岩井3302-6
和食 鮨割烹 田吾作 和菓子工房 きくや0297-35-6505 スイーツ 0297-35-20955 5

岩井4555-1 軽食・ 岩井3294-2
和食 川魚料理 中屋 わたぬき0297-35-0138 スイーツ 0297-35-01235 5

和の膳 うなぎ 岩井4570 宇宙居酒屋ゆかり 岩井3351
和食

和食･洋食･イタリ

あらきや 0297-35-2107 (秀緑屋台村内) 070-4286-72245 5アン･軽食･スイーツ

岩井2874-1 岩井3292-17
和食 旨いもん処 風陣 その他 奥村氷店の焼きそば0297-35-7937 0297-35-10495 5

長谷910-36 岩井4355-31
和食 滝の屋 その他 ハリオ商店0297-35-2604 0297-38-43055 5

長須5055 岩井4300
和食 カザミフードサービス その他 焼肉が～でん090-6162-6673 0297-36-11215 5

岩井2934-2 食彩ダイニング 矢作502
和食 手打ちそば ゆたか その他0297-35-0331 シマムラ 0297-38-00295 5

やきとり えび八 岩井2757-1 焼肉ホルモン 岩井4893-1
和食 その他090-6569-5733 あぶさん 0297-47-5166(TELは予約専用番号) 5 5

海鮮茶屋 末廣 上出島985-1 ファミリー弁当 長須1891-3
和食 その他坂東店 0297-38-7070 彩食工房さんまる 0297-36-73005 5（ ）

辺田1196-2 辺田1182
和食 すし大吉 その他 野口蒟蒻0297-35-5837 0297-35-06485 5

辺田1521-2 岩井4294-15
和食 蕎麦ダイニング 古菅 その他 お好み焼 ななごう0297-34-0075 0297-35-75195 5

岩井4503 岩井4631-2
和食 すぎのや 岩井店 その他 横島精肉店0297-35-3242 0297-35-11785 5

岩井4617 マシソヨ（韓国家庭 岩井5093-2
和食･洋食 かしわ家 その他0297-35-0445 料理・居酒屋） 080-1133-77145 5
和食･洋食･ 小山66-4

堂前中華 0297-38-11565
■猿島地域和食･洋食･ 弓田2146-3

市場食堂 住所中華 0297-35-08275
電話番号和食･洋食･ 和洋レストラン 辺田1501-3

ジャンル 飲食店名

その他 みやべ家 0297-35-8492 沓掛8235
和食 たばこや食堂ファミリーレスト 矢作2679-14 0297-44-2034

中華
5

ラン大利根（有） 0297-38-1221 生子2726-15
和食 和kitchen岩井2235-1 0280-66-9276

中華 堂前支店
5

0297-35-4902 沓掛1550-35
和食 鶴見屋食堂岩井3056-1 0297-44-2026

中華 幸楽
5

0297-35-2818 逆井664-25
和食 株式会社ツルショク辺田1143 0280-88-1111

洋食 とんかつ文久
5

0297-36-0573 沓掛6622-65
和食 川魚割烹 横川辺田630-1 0297-44-3310

洋食 ココス 岩井店
5

0297-20-8032 洋食・ 沓掛4526-55
レストラン ココットステーキハウス 辺田1142-3 イタリアン 0297-44-3837

洋食
5

うさみ亭 0297-35-1897 沓掛4109-15
中華 らーめん 金太楼洋食･中華･ 岩井3127-3 0297-44-2277caferestaurant 5

イタリアン 茶ん歩路 0297-35-9405 軽食・ 生子27025
のむらののむカフェファミリードライブイン 中里1105-11 スイーツ 0280-88-0511

洋食･中華
5

なかさと 0297-35-3458 逆井5394-15
その他 らーめん やち岩井4430-1 0280-88-7333

イタリアン Cafe Pure Heart
5

0297-35-3874 沓掛3896-55
その他 大門カフェラ 岩井5091-22 0297-44-3723

イタリアン
5

※令和2年5月25日現在フィネッツア 0297-36-16315

坂東市観光協会(商工観光課内) 0297-20-8666問合せ 5

坂東Take out 検索

｢＃テイクアウト坂東｣をつけて
SNSに投稿しましょう！

新型コロナウイルス感染症対策に関する特集ページ
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市内小中学校・保育施設を再開します

市では、幼児・児童を感染症リスクから守るとともに、市全体での感染防止を図るた
め、市内小中学校・保育施設等を一斉休業としていましたが 「緊急事態宣言(特定警戒、
都道府県)」の解除を受け、小中学校・保育施設等を再開します。

指導課 0297-21-2205■市内小中学校 問合せ 5

期 間 取り組み状況

※小規模校は一斉登校
5月20日(水)・21日(木) 週1回の分散登校
5月25日(月)～28日(木) 週2回の分散登校

午前中3時間の学習をして下校
6月 1日(月)～ 5日(金) 県の指針にしたがい、給食・部活動は実施しません。

※岩井･猿島中学校は午前･午後の分散登校を実施。
茨城県コロナ対策指針がStage1に緩和されたことを条件
に、 になります(給食の実施を含む)。通常の学校再開
中学校の部活動等は、生徒の健康状況を観察し、徐々に

6月 8日(月)～

実施していく予定です。

こども課 0297-21-2191■認定こども園･保育所･幼稚園･放課後児童クラブ等 問合せ 5

期 間 認定こども園･保育所等 猿島幼稚園 放課後児童クラブ
～5月6日(水) 利用自粛を要請 家庭保育のお願い

臨時休業
5月7日(木)～31日(日) 緊急特別保育を実施 緊急特別保育を実施

通常保育 開所6月1日(月)～5日(金) 午前中保育(給食なし)

※できる限り家庭での見 ※できる限り家庭での見通常保育(給食あり･

守りをお願いします。 守りをお願いします。
6月8日(月)～

預かり保育実施）

生涯学習課 0297-21-2204■放課後子ども教室 問合せ 5

、 。 。引き続き 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため事業を中止しています 再開は未定です

次亜塩素酸水 第２次無料配布を実施中（5月4日～当面の間）

市では、4月26日から除菌効果のある次亜塩素酸水の無料配布を行っています。

配布期間 配布量計 来場者数計■配布状況
第１次配布（4月26日～5月3日） 13,230 11,373人ç
第２次配布（5月4日～25日時点） 3,535 2,403人ç

計 16,765 13,776人ç

■配布場所を変更しました

6月1日(月)から、坂東市役所正面入口とさしま窓口センターの
2か所で継続して配布を行っています。

水道課・下水道課 0297-35-2121(代表)問合せ 5

再開に合わせマスクを配布しました

5月25日に認定こども園・保育所・幼稚園の園児・職員と、
放課後児童クラブの職員へ、マスクとマスクインナーを配布しました。
■配布内訳 子ども用：10,630枚 大人用：2,575枚 マスクインナー：465セット

5月27日・28日に小中学生と教職員へ、マスクを配布しました。
■配布内訳 子ども用 ：11,410枚 大人用 ：27,730枚（小学1～3年生 （小学4年生～） ）

5月18日･19日に
ひとり暮らし高齢
者の方へ次亜塩素
酸水を個別配布し

。（ ）ました 219人



自動車税の納税がまだお

済みでない方は､至急納めて

いただくようお願いします。

自動車税を納めていただ

けない場合には、財産（預

金、給与、自動車、不動産

等）の差押など、滞納処分

を行うことになりますので、

ご注意ください。

筑西県税事務所問合せ

収税第一課●

0296-24-91905

収税第二課●

0296-24-91575

税務署や国税局で勤務す

る税務職員（国家公務員）

を募集します。

受験資格

令和2年4月1日現在、高

校を卒業した日の翌日から

3年を経過していない方及

び令和3年3月までに高校を

卒業見込みの方

9月6日(日)第１次試験

第２次試験

10月14日(水)～23日(金)

の指定する1日

高校卒業程度試験の程度

申込方法

インターネットからお申

し込みください。

【インターネットアドレス】

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

jp/juken.html

申込期間

6月22日(月)午前9時～

7月 1日(水)受信有効

※インターネット申込みが

できない場合は、関東信

越国税局にお問い合わせ

ください。

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

工業統計調査は、6月1日

を基準日に、従業員が4人

以上いるすべての製造事業

所を対象に実施します。工

業の実態を明らかにするこ

とを目的とした、統計法に

基づく重要な統計調査です。

調査内容は、統計作成の

目的以外に使用することは

ありません。調査へのご理

解とご協力をお願いします。

調査方法

①調査員が従業者数等の確

認のお電話をします。

②市役所または国から調査

票を郵送します。

③インターネット回答また

は調査票のご返送をお願

いします。

※今回調査から調査員によ

る回収は行いません。

6月30日(火)まで回答期限

企画課問合せ

0297-21-21815
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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
7月 8日(水)

7月11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

7月15日(水) (先着順) 1,000円
プを作ります。

7月18日(土)

坂東市・古河市・境町・五霞町に在住または在勤の方参加資格

6月15日(月) 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

新型コロナウイルスの予防には、手洗いが手洗いや咳エチケットで風邪・感染症予防

重要です。咳やくしゃみの際は、マスクの着用やティッシュ等で、口と鼻をおおってください。
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「最近もの忘れが気にな

る 「認知症についてどこの」、

病院に受診したらいいのか分

からない」といった相談に、

坂東市地域包括支援センター

が応じます。医療機関・介護

保険サービス等の情報提供や

訪問支援等も行っていますの

で、お気軽にご相談ください。

問合せ

北部地域包括支援センター●

〈猿島福祉センター内〉

0280-82-12845

南部地域包括支援センター●

〈ハートフル広侖内〉

0297-38-21615

中央地域包括支援センター●

〈介護福祉課内〉

0297-21-21935

坂東市農業委員会では、

農業委員及び推進委員によ

る農地パトロール（農地利

用状況調査）を行います。

調査のため、農地に立ち

入ることがあります。あら

かじめご了承ください。

実施期間

6月22日(月)～7月3日(金)

市内全域実施場所

農業委員会事務局問合せ

0297-21-22065

■木造住宅の無料耐震診断

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

3戸(先着順)診断戸数

申込期間

6月15日(月)～8月31日(月)

■耐震改修費の一部補助

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

耐震改修費の一部補助

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令和3年1月31日(日)までに

完了するもの

④その他、坂東市木造住宅耐

震化支援事業補助金交付要

綱によるもの

3戸(先着順)募集戸数

補助金額

耐震改修工事●

必要な経費の100分の23の

額で30万円まで

耐震改修設計●

必要な経費の3分の1の額で

10万円まで

申込期間

耐震改修工事●

6月15日(月)～8月31日(月)

耐震改修設計●

6月15日(月)～11月2日(月)

【 共 通 事 項 】

申込方法

申込用紙に必要事項を記入

のうえ、ご持参ください。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

令和2年6月4日発行 ■坂東市秘書広報課■

毎年7・8月に開催している「ナイター天国」と「さしまのイベント等中止のお知らせ

夏まつり大会」、お知らせ版に掲載した｢花いっぱい運動花壇コンクール｣は中止となりました。
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