
18歳以下の子どもがいる世帯を支援するため、国の臨時特別給付金と
して、対象児童1人につき現金10万円を支給します。
※家族構成に応じて、主たる生計維持者の収入が一定の水準以上の場合は支給されません。

■申請が不要な⽅･･･対象の⽅には、1⽉19⽇に通知を発送しました。
①坂東市から令和3年9月分の児童手当を受給した方
②高校生相当（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の
お子さんを養育する方で、同時に中学生以下の児童(弟･妹)
を養育し、坂東市から児童手当を受給している方

③令和3年9月1日～令和4年3月31日に生まれた新生児の父母
で、坂東市から児童手当を受給する予定の方

支給方法 先行給付金(5万円)と追加給付金(5万円)を、児童手
当を受給している口座に支給します。

■申請が必要な⽅･･･2⽉28⽇(⽉)までにこども課へ申請をお願いします(郵送可)。
①高校生相当（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の
お子さんのみを養育する方で､｢児童手当の所得制限｣内の方

Ì必要書類：(1)申請書 (2)振込先口座がわかる通帳･キャッシュカード等の写し

※令和3年1月1日時点で、坂東市外に住所があった申請者と配偶者は、その方のマイ

ナンバーが分かるものをお持ちください。

※令和3年9月30日時点で、坂東市外に住所がある児童を養育している方は、対象児童

の住民票の写しを添付してください。

②職場で児童手当を受給していて､坂東市にお住まいの公務員の方

Ì必要書類：(1)申請書 (2)振込先口座がわかる通帳･キャッシュカード等の写し

(3)令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかる書類

支給方法 申請書の審査後、給付金(10万円)を申請いただいた

口座に支給します。

※申請書はこども課にあります。市ホームページからもダウンロードできます。

申請・問合せ こども課 50297-21-2191

1

ー振込⽇ー
● 先⾏給付⾦
令和3年12⽉23⽇(⽊)
● 追加給付⾦
令和4年1⽉26⽇(⽔)

引き続き｢マスクの正しい着用｣｢こまめな手洗い･消毒｣｢３密を避ける｣で感染症対策

ワクチン接種後も引き続き感染症対策を徹底し、感染拡大防止へのご協力をお願いします。

■児童⼿当の所得制限
扶養親族等の数 所得制限限度額 収⼊額の⽬安

0⼈ 622万円 833.3万円
1⼈ 660万円 875.6万円
2⼈ 698万円 917.8万円
3⼈ 736万円 960万円

ー振込⽇ー

申請⽇ 振込⽇
〜1/14(⾦) 1/26(⽔)
〜1/31(⽉) 2/24(⽊)
〜2/28(⽉) 3/24(⽊)



市では、登録制による会

計年度任用職員の募集を行

っています。

①放課後児童支援員

勤務内容

放課後児童クラブで預か

る子どもたちの遊びや生活

の指導等

勤務先

市内放課後児童クラブ

勤務日時

月曜～金曜

午後1時30分～6時30分

※長期休業期間は午前9時～

午後5時の勤務

②児童発達指導員

勤務内容

発達に心配のあるお子さ

んの発達支援、訓練活動や

保護者の相談支援

勤務先

こども発達センター

つくし〈山2717-1〉

にじ〈沓掛1781-2〉

勤務日時
● つくし 月曜～金曜

午前8時30分～午後5時15分

の間で7時間
● にじ 月曜～金曜

午前9時30分～午後6時15分

の間で7時間

※勤務日数・時間は相談に

応じます。

【 共 通 事 項 】

申込方法

次の書類を総務課に提出

または郵送してください。
● 会計年度任用職員登録申

込書
● 市販の履歴書

（写真貼付・本人自筆）

※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。

問合せ
● ①はこども課

50297-21-2191
● ②はこども発達センター

50297-44-3907

50280-88-0100

お知らせ版 令和4年1月20日号

2

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

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）

市では、各都市計画や地区計画等について皆さんからご意見をいただくため、案の

縦覧を行います。案について、意見書や公述申出書を提出することができます。

案の名称 縦覧･提出期間 縦覧場所 公聴会・説明会 提出先・問合せ

● 都市整備課
■公聴会※

坂東市都市計画 ● さしま窓口
と き 2月8日(火)

マスタープラン
1月21日(金)～

センター
午後2時～

一部改訂(案)
2月4日(金)

● 市ホームペ
ところ

ージ
市役所2階

2-1･2-2会議室 都市整備課

■縦覧期間 ■市民説明会 50297-21-2197

(仮称)坂東パー 2月1日(火)～ と き

キングエリア周 15日(火)
都市整備課

1月27日(木)

辺地区 地区計 ■意見書提出期間 午後6時30分～

画原案 2月16日(水)～ ところ

22日(火) 市役所3階 大会議室

神大実地区地区 1月27日(木)～
特定事業推進課 ―

特定事業推進課

計画 都市計画案 2月9日(水) 50297-21-2184

※公聴会で意見を述べることを希望する方は、公述申出書の提出をお願いします。申出者がいない場合、

公聴会は開催されません。

新型コロナウイルス感染症に関する相談先 発熱など体調に不安がある方は、

まずはかかりつけ医など、地域の身近な医療機関に電話でご相談ください。

★右ページへ
続く



動画はこちらから▼

市が発注する物品の買入

れ、建設工事等の競争入札

に参加する業者の登録を追

加で受け付けます。｢令和3

年度･4年度｣の名簿です。

詳細については、市ホーム

ページをご覧いただくか、

お問い合わせください。

追加受付を行います

■物品・役務等

申請方法

必要書類を書留郵便でお

送りください。

申請・問合せ

管財課

50297-21-2179

■建設工事・

建設コンサルタント業務等

申請方法

茨城県入札参加資格電子

申請システムをご利用くだ

さい。

申請・問合せ

茨城県土木部

監理課 建設業担当

5029-301-4334

県では、茨城県警察本部･

(一財)茨城県交通安全協会と

協力し、交通事故被害を防ぐ

動画を作りました。

夜間、ドライバーから見え

る服の色等を、わかりやすく

紹介します。YouTubeで視

聴可能です。ご不明な点は

お問い合わせください。

問合せ 交通防災課

50297-21-2180

お知らせ版 令和4年1月20日号

3

申込・問合せ 健康づくり推進課 5０２９７－３５－３１２１
下表中「岩井」は岩井保健センター

こ ど も 対 象 事 業
2月 会場 事 業 名 対 象 者 受 付 時 間

1日（火） 岩井
Happy バンビィクラス for マタニティ

妊産婦・家族 午後１時～１時15分
あかちゃんをまもる

2日（水） 岩井 ３か月児健診 令和3年10月生 午後１時～

3日（木） 岩井
離乳食教室 令和3年8月生 午前９時45分～10時

※1月24日(月)～28日(金)にお申し込みください。
4日（金） 岩井 ひよこサロン（２か月児相談） 令和3年11月生 午前９時15分～９時30分

7日（月） 岩井 ２歳児歯科検診 令和2年1月生 午後１時～
8日（火） 岩井 乳幼児相談 乳幼児 午前10時～11時

9日（水） 岩井 １歳６か月児健診 令和2年7月生 午後１時～
22日（火） 岩井 ３歳児健診 平成30年8月生 午後１時～

※妊娠がわかったら産婦人科を受診し、出産予定日確定後、速やかに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等を交付します。（持ち物：妊婦本人のマイナンバーカードまたは運転免許証等）

…予約受付は実施日前日まで

（定員になり次第受付を終了します）

一 般 対 象 事 業
2月

実施会場 事 業 名 及び 内 容 受付（実施）時間

2日（水）
児童福祉 献血：新型コロナウイルスの影響で献血者数が減少 午前10時～午後0時15分
センター しています。ご協力をお願いします。 午後１時30分～４時

10日（木）
岩井保健 こころの健康相談：こころの病でお困りの方と

午後２時～４時
センター ご家族のため、精神科医師による個別相談を行います。

岩井保健 栄養教室：「ロコモ予防」について、栄養士
午後１時～３時

15日（火）
センター による講話を行います。

※1月25日(火)～31日(月)
にお申し込みください。

22日（火）
岩井保健 いきいき健康相談：保健師・栄養士による健診結果

午前9時30分～11時30分
センター の説明や高血圧など健康についての相談を行います。

受付期間

2月3日(木)～9日(水)

名簿登載期間

令和4年4月1日～

令和5年3月31日

かかりつけ医がいない場合には、県相談窓口5029-301-3200または

古河保健所50280-32-3021にお問い合わせください。

★左ページから
続く 県ホームページは

こちらからÌ



利用期限を過ぎた場合、

Ｗプレミアム商品券・地域

応援商品券は使用すること

ができません。使い忘れの

ないよう、ご注意ください。

■地域応援商品券発売中！

地域応援商品券は、2月

28日まで発売しています。

この商品券は、お店が換金

する際に5％の上乗せがあ

るため、市内のお店を応援

することができます。ぜひ

ご利用ください。

販売価格 10,000円

(10,000円分の商品券)

販売場所
● 坂東市商工会

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前9時～午後4時〉
● 観光交流センター秀緑

〈月曜･2月24日(木)を除く

午前10時～午後6時〉

問合せ 商工観光課

50297-20-8666

(一社)茨城県建築士会坂

東支部による、建築パトロ

ールを実施します。

建築パトロールは、違法

建築物の発見・防止を目的

に行います。建物を建てる

際は、適正に工事を進めま

しょう。

パトロールでは、現在建

築工事中の現場に立ち入る

ことがあります。ご理解と

ご協力をお願いします。

と き 1月29日(土)

午後1時～

対 象 市内全域

問合せ 都市整備課

50297-21-2197

新型コロナウイルスの影響

で、輸血用血液が不足してい

ます。皆さんのご協力をお願

いします。

と き 1月30日(日)
● 午前10時～午後0時15分
● 午後1時30分～4時

ところ ヨークタウン坂東

(駐車場)

問合せ 健康づくり推進課

50297-35-3121

と き

◆休日窓口 2月6日(日)

午前8時30分～午後5時15分

◆夜間窓口 2月16日(水)

午後5時15分～7時15分

ところ 市役所1階 収納課

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

問合せ 収納課

50297-21-2208

お知らせ版 令和4年1月20日号

4

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

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）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

西 西 西 赤 西

6 7 8 9 10 11 12

友 西 古 西 西 赤 西

13 14 15 16 17 18 19

西 西 古 西 西 赤 西

20 21 22 23 24 25 26

友 西 古 西 西 赤 西

27 28

友 西

西：茨城西南医療センター病院

（境 町／50280-87-8111）

友：友愛記念病院

（古河市／50280-97-3000）

赤：古河赤十字病院

（古河市／50280-23-7111）

古：古河総合病院

（古河市／50280-47-1010）

【 診 療 時 間 】

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（金）建国記念の日

ホスピタル坂東（沓掛）
内科

50297－44－2000

外科 木根淵外科胃腸科病院（辺田）
50297－35－3131

2月23日（水）天皇誕生日

内科 ホスピタル坂東（沓掛）
・

外科 50297－44－2000

診療時間:午前9時～午後5時

医療機関のご案内、急な病気に

関するご相談を受け付けています。

不法投棄・野焼きは犯罪です 不法投棄や野焼きは、法律で禁止されています。

見つけたら、｢不法投棄110番｣ 50120-536-380（県廃棄物規制課）にご連絡を！

★右ページへ
続く



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の窓口

へ通帳と届出印をお持ちの

うえ、申込み手続きをお願

いします。

なお、申込みは納税義務

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

50296-24-9184

県では、豊

富な知識・経

験・技能等を

持つおおむね

60歳以上の方がさまざまな

地域活動で活躍できるよう、

「元気シニアバンク」を開

設しています。

登録すると、｢茨城シニ

アマスター｣として県内の

さまざまな団体の依頼に応

じて活動していただきます。

長年培ったものを地域の

ために活かしませんか。詳

細については、お問い合わ

せください。

主な活動内容

楽器の演奏、コーラス、

演芸、手品、シルバーリハ

ビリ体操、書道、昔遊び等

問合せ
● 登録について

茨城県社会福祉協議会

茨城わくわくセンター

5029-243-8989
● 制度について

茨城県 長寿福祉推進課

長寿企画・援護グループ

5029-301-3326

お知らせ版 令和4年1月20日号

5

マイナンバーカードの申請をサポートします

市では、市民の皆さんのマイナンバーカードの申請手続きのお手伝いをします。

事前予約制のため、待ち時間や混雑がなく、手続きを行うことができます。

「申請方法がわからない」、「申請書を持っていない」、「スマホはあるけど操作に不安

がある･･･」という方は、ぜひご利用ください。

と き ● 2月1日(火)～3月31日(木)〈土曜･日曜･祝日を除く〉
● 日曜･･･2月20日(日)、3月20日(日)の2日間

午前9時～午後4時

ところ ①坂東市役所 市民課 ②さしま窓口センター(証明写真の撮影は不可)

対象者 本人（代理申請は不可）
※15歳未満の方または成年被後見人の方は、必ず法定代理人が同行してください。

内 容 次のいずれかの方法によるマイナンバーカードの申請をサポートをします。

①ご自分のスマートフォン ②証明写真機(市役所市民課窓口の前) ③郵送
※②③は証明写真機を使用するため、写真代として800円～が必要になります。ご自身で写真

をお持ちになる場合は、｢3.5㎝×4.5㎝で6か月以内に撮影した証明写真｣をお持ちください。

持ち物 ①通知カードまたは個人番号通知書(お持ちでない方は事前にご連絡ください)

②本人確認書類 ｢Ａを1点｣または｢Ｂを2点｣（Ａ:運転免許証･パスポート･身体障害者

手帳･在留カード等、Ｂ:健康保険証･医療福祉費受給者証･介護保険被保険者証･年金手帳等）

③住基カード（お持ちの方のみ）

※法定代理人の方は、法定代理人確認書類(同一世帯で確認のとれる場合は不要)。

申込方法 サポートを希望する日の3日前までに、お電話でお申し込みください。

各日予約制です。〈申込みは土曜･日曜･祝日を除く午前9時～午後4時〉

申込・問合せ 市民課 50297-21-2186

休日・夜間に見つけた場合は、境警察署 50280-86-0110にご連絡ください。

《問合せ》生活環境課 50297-21-2189、県廃棄物規制課 5029-301-3035

★左ページから
続く



お知らせ版 令和4年1月20日号

6

代表 5 0297-35-2121／0280-88-0111

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）

関東鉄道(株)が運行する守谷駅行きの路線バスのダイヤが､令和3年12月20日に改正されました。
新たに、｢ミュージアムパーク茨城県自然博物館」発着の便も追加されました。

■平日 守谷駅西口行き
停留所名 急行 直行 急行 急行 急行 急行 急行 急行

岩井バスターミナル 6:15 6:45 7:05 8:20 10:40 13:05 17:05 19:20
本町 6:17 6:47 7:07 8:22 10:42 13:07 17:07 19:22
岩井局前 6:18 6:48 7:08 8:23 10:43 13:08 17:08 19:23
原口 6:20 6:50 7:10 8:25 10:45 13:10 17:10 19:25
辺田香取神社前 6:21 6:51 7:11 8:26 10:46 13:11 17:11 19:26
辺田三差路 6:23 6:53 7:13 8:28 10:48 13:13 17:13 19:28
中里 6:25 神田山 7:15 8:30 10:50 13:15 17:15 19:30
七郷小入口 6:29 6:56 7:19 8:34 10:54 13:19 17:19 19:34
自然博物館入口 6:30 7:20 8:35 10:55 13:20 17:20 19:35
下矢作 6:31 7:21 8:36 10:56 13:21 17:21 19:36
法師戸 6:32 7:22 8:37 10:57 13:22 17:22 19:37

守谷駅西口 7:03 7:30 7:55 9:08 11:28 13:53 18:00 20:08

■平日 岩井バスターミナル行き
停留所名 急行 急行 急行 急行 急行 直行 直行

守谷駅西口 7:15 11:10 14:10 16:10 18:10 19:00 20:45

法師戸 7:40 11:35 14:35 16:35 18:35
下矢作 7:41 11:36 14:36 16:36 18:36
自然博物館入口 7:43 11:38 14:38 16:38 18:38
七郷小入口 7:44 11:39 14:39 16:39 18:39 神田山 神田山
中里 7:47 11:42 14:42 16:42 18:42 19:34 21:19
辺田三差路 7:50 11:45 14:45 16:45 18:45 19:37 21:22
辺田香取神社前 7:52 11:47 14:47 16:47 18:47 19:39 21:24
原口 7:53 11:48 14:48 16:48 18:48 19:40 21:25
岩井局前 7:55 11:50 14:50 16:50 18:50 19:42 21:27
本町 7:56 11:51 14:51 16:51 18:51 19:43 21:28
岩井バスターミナル 8:05 11:58 14:58 16:58 19:05 19:45 21:30

■土曜･日曜･祝日 守谷駅西口行き
停留所名 急行 急行 博物館 博物館 急行 博物館 急行

岩井バスターミナル 8:10 10:20 14:10 18:05
本町 8:12 10:22 14:12 18:07
岩井局前 8:13 10:23 14:13 18:08
原口 8:15 10:25 14:15 18:10
辺田香取神社前 8:16 10:26 14:16 18:11
辺田三差路 8:18 10:28 14:18 18:13
中里 8:20 10:30 14:20 18:15
七郷小入口 8:24 10:34 14:24 18:19
ミュージアムパーク茨城県自然博物館 乗入なし 乗入なし 11:05 13:40 乗入なし 16:45 乗入なし
自然博物館入口 8:25 10:35 11:06 13:41 14:25 16:46 18:20
下矢作 8:26 10:36 11:07 13:42 14:26 16:47 18:21
法師戸 8:27 10:37 11:08 13:43 14:27 16:48 18:22

守谷駅西口 8:58 11:08 11:38 14:13 14:58 17:20 18:58

■土曜･日曜･祝日 岩井バスターミナル・ミュージアムパーク茨城県自然博物館行き
停留所名 急行 博物館 急行 博物館 博物館 急行

守谷駅西口 9:10 10:10 11:55 12:55 15:55 16:40

法師戸 9:35 10:35 12:20 13:20 16:20 17:05

下矢作 9:36 10:36 12:21 13:21 16:21 17:06

自然博物館入口 9:38 10:38 12:23 13:23 16:23 17:08

ミュージアムパーク茨城県自然博物館 乗入なし 10:43 乗入なし 13:28 16:28 乗入なし

七郷小入口 9:39 12:24 17:09

中里 9:42 12:27 17:12

辺田三差路 9:45 12:30 17:15

辺田香取神社前 9:47 12:32 17:17

原口 9:48 12:33 17:18

岩井局前 9:50 12:35 17:20

本町 9:51 12:36 17:21

岩井バスターミナル 9:58 12:43 17:33

改正した時刻･･･

バスの種類

急行＝急行坂東号

（自然博物館入口経由）

直行＝直行坂東号

（神田山経由）

※各停留所から守谷駅西口行きは

乗車のみ、岩井バスターミナル

行きは降車のみとなります。

博物館＝ミュージアムパーク

茨城県自然博物館内発着

（七郷小入口～岩井バスターミ

ナルの区間は運行しません）

主な区間の運賃

※()は交通系ＩＣカード運賃

岩井バスターミナル⇔

守谷駅西口:740円(734円)

原口⇔守谷駅西口:

630円(629円)

ミュージアムパーク茨城県

自然博物館⇔守谷駅西口:

530円(525円)
※こども運賃の方､障害者手

帳をお持ちの方は半額です｡

のりばのご案内(守谷駅西口バス）

急行･博物館：1番のりば

直行：3番のりば

お盆･年末年始の運行
● 8月13日～16日、

12月29日～31日

･･･土曜･日曜･祝日時刻

で運行

● 1月1日～3日

･･･特別時刻で運行

※「乗入なし」について、岩井

バスターミナル発着の便は、

ミュージアムパーク茨城県自

然博物館内までの乗り入れは

行いません。

問合せ 関東鉄道株式会社 守谷営業所 50297-44-7190
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坂東市LINE公式アカウントでも情報発信中 LINEアプリで｢友だち登録｣をすることで、

お知らせを受け取ることができます。登録はID検索「@bando-city」またはこちらからÌ



◆詳細は市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください◆

《問合せ》坂東郷土館ミューズ 50297-44-0055
50280-88-8700

県薬剤師会では、おくす

りやサプリメントを利用し

た上手なセルフメディケー

ションの方法や、皆さんの

健康管理をサポートする薬

局・薬剤師について、オン

ライン(インターネット上)

で公開講座を開催します。

詳細については、お問い合

わせください。

と き 2月20日(日)

午前10時～正午

開催方法 オンライン

(Zoomウェビナーを使用)

講 師

医薬情報研究所

(株)エス・アイ・シー

医薬情報部門責任者

堀 美智子先生

参加費 無料

定 員 1,000人

申込方法

茨城県薬剤師会ホームペ

ージからお申し込

みください。

問合せ

(公社)茨城県薬剤師会

5029-306-8934

いざという時に

備え、人命救助に

必要な知識や技術

を身に付けません

か。心肺蘇生法やAEDの使

い方、けがの手当などを学

ぶことができます。一定の

技能を習得された方には、

修了証が交付されます。

と き 2月27日(日)

午前9時～正午

ところ 児童福祉センター

対象者 高校生以上の方

募集人数 5人(先着順)

申込期限 2月10日(木)まで

申込・問合せ

交通防災課

50297-21-2180

お知らせ版 令和4年1月20日号
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猿島コミュニティセンター 講座生募集

猿島コミュニティセンターでは、1月からプール・研修室講座を開催して

います。各回毎に受け付けしていますので、お気軽にお申し込みください。

講座名 開催日 時 間 定員 対象者 費用(回)

アクアビクス
1月21日･28日､2月4日･25日､ 午前10時30分～

20人
16歳以上

500円
3月4日･11日･18日･25日の各金曜日 11時30分 の方

免疫アクア 1月26日､2月2日･9日･16日､ 午前10時～
20人

16歳以上
500円

フィットネス 3月2日･9日･16日･23日の各水曜日 11時 の方

クライミング 1月22日･29日､2月5日･12日･19日･26日､ 午前11時～
10人

小学生以 300円
レッスン 3月5日･12日･19日･26日の各土曜日 正午 上の方 (施設利用料)

ジュニア 1月21日･28日､2月4日･18日･25日､ 午後6時15分～
20人

小･中学生
500円

ヒップホップ 3月4日･11日･18日･25日の各金曜日 7時15分 の方

FIRST TIME 1月25日､2月1日･8日･15日･22日､
午後7時～8時 20人

16歳以上
500円

ヨガ 3月1日･8日･15日･22日の各火曜日 の方

申込方法 開催日当日、印鑑をお持ちのうえ、猿島コミュニティセンター窓口でご本人

がお申し込みください(小･中学生は本人以外も可)。申込みは、先着順です。

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〉 50280-87-7223

講座やイベント

◆セルフメディケーションとは？

日常で感じるちょっとした体の
不調を、市販薬を購入して改善
させたり、自分自身で手段を選
んで健康管理をすることです。
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市では、国内

でも積極的な取

り組みがスター

トしている｢SDGs

(持続可能な開発目標)｣と、

目標の一つであるジェンダ

ーの平等について、国連職

員としてSDGs指標策定に従

事された富田敬子氏を講師

に迎え、男女共同参画講演

会を開催します。この機会

にSDGsを学んでみませんか。

なお、この講演会は、企

業等のトップや管理職に向

けた「トップセミナー」を

兼ねています。

と き 2月28日(月)

午後1時～3時

ところ 市民研修所

講 師 常盤大学

学長 富田敬子氏

参加費 無料

募集人数 50人

持ち物 スリッパ･上履き

申込方法

お電話または市ホームペ

ージからお申し込み

ください。

申込期限 2月14日(月)まで

主 催

坂東市、ばんどう市女性

団体協議会

申込・問合せ

市民協働課

50297-21-2183

坂東市民健康体操の普及・

啓発を行う普及委員の養成

講習会を開催します。普及

委員として、市民の皆さん

の健康増進に役立つ活動を

してみませんか。

と き

3月1日･8日･15日の

各火曜日〈全3回〉

午前9時～11時

ところ

岩井福祉センター夢積館

受講資格

次のすべての要件を満た

している方

①市内在住の方

②資格取得後意欲的にボラ

ンティア活動が行える方

③坂東市民健康体操普及委

員会の会員(年会費1,000

円)として活動が可能な方

④全日程に参加できる方

募集人数 15人(先着順)

受講料 無料

申込方法

坂東市社会福祉協議会本

所または支所の窓口でお申

し込みください。

申込期間

2月1日(火)～15日(火)

〈土曜･日曜･祝日を除く

午前8時30分～午後5時15分〉

問合せ

坂東市社会福祉協議会

本所 50297-35-4811

■写真

〈第3回生･令和写真友の会･

令和3年度講座生〉

ふだん見慣れた風景の写真

があるかもしれません。ぜひ

お越しください。

と き

1月28日(金)～2月10日(木)

午前9時～午後9時

※10日は午後3時まで

ところ・問合せ

神大実分館〈月曜休館〉

50297-30-1800

令和4年1月20日発行 ■坂東市秘書広報課■

事業・講座・イベント等に参加する際は、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力をお願いします。

また、感染拡大の状況によっては、中止・延期・休館になる場合がありますのでご了承ください。

◆ジェンダーとは？

「男(女)らしさ」「男性(女性)はこ
うあるべき｣といった、社会的・文
化的に作られた性別のことです。
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