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6 月の納税

納期限日：６月 30 日（木）
町県民税　1 期
※ 口座振替をご利用の方は、預金

残高のご確認をお願いします。
＜土曜・日曜・祝日の納税＞
土日祝日の閉庁時も、日直が税
金をお預かりします。
※領収書は後日郵送します。

税務課　電話 81-1302

　町内の児童生徒の学びの機会を広げるために
放課後学習と土曜学習を行っています。学習習
慣づくりや宿題、自主学習への支援及び英語活
動の支援を行う学習支援員を募集します。

生涯学習課（役場 3 階）　電話 81-1326

「さかいっ子未来塾」学習支援員を募集します！

学校給食センター調理補助員
を募集します

◆職種　学校給食調理補助
◆勤務場所　学校給食センター
◆資格等　不問
◆勤務時間　月～金
　　　　　　8：15 ～ 16：15
◆募集人数　調理補助　3 名　　　　
　　　　　　運転手補助　1 名
◆報酬額　時給 895 円以上
◆受付時間　8：30 ～ 17：15

（平日の昼休み時間及び土日祝日
を除く）

総務課　
　　電話 81-1300

募集しています！

道路通行止め延長のご案内

　染谷川改修工事について、現在実施中の迂回路への通行に、引続き
ご理解とご協力をお願いします。
◆規制期間　令和４年９月末（予定）まで
◆規制区間　町道 1-23 号線（約 90 ｍ区間）

建設課　道路河川整備係　電話 81-1312

境高校

通行止め区間

募集人数 若干名

応募資格
次のいずれかに該当する人　※高校生以下を除く
①教員免許状を有する人　②教員を目指す大学生　③上記以外で、
子どもたちの教育に関心があり学習支援員を希望する人

勤務時間
◆放課後学習　15：00 ～ 17：00（学校により多少の変更あり）
◆土曜日　9：00 ～ 12：00 ※上記時間には、事前準備や片付け、
保護者への児童の引き渡し等が含まれます。

報　酬 １回の勤務につき　放課後学習：3,000 円　土曜学習：4,020 円
※交通費等含む。

申　込

「学習支援員登録申込書」に必要事項を記入し、教育委員会生涯学
習課（役場３階）へ申込み
※ 申込書は境町ホームページ「さかいっ子未来塾・学習支援員募集」

からもダウンロードできます。
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　境町文化協会・絵画部グルー
プの、2 年間の研鑽を重ねた作
品 40 点をぜひご鑑賞ください。
◆日時　6 月 11 日（土）～
6 月 19 日（日）
9：00 ～ 17：00
※ 6 月 13 日（月）は休館日です。　　　　
※最終日は 16：00 まで
◆場所　ふれあいの里「ギャラ
リー夢」　

ふれあいの里　
　電話 81-1023

医療福祉費支給制度（マル福）
受給者証の自動更新のご案内

　医療福祉費支給制度の制度区
分「母子家庭」「父子家庭」「重度
心身障害者」を受給している方は、
受給者証の有効期限が 6月 30
日（木）となっています。新しい受
給者証については郵送します。所
得の確認ができない方等について
は、郵送にて別途ご案内します。
※保険証等に変更がある方や、受
給者資格に変更が生じる場合、役
場保険年金課窓口で変更の手続
きが必要となります。

保険年金課  電話 81-1306

知ろう・語ろう・相談しよう！
オレンジカフェを開催します

　認知症の方やその家族、地域
の方々が集まりお茶を飲みなが
ら一緒に楽しく過ごしませんか。　　　　
　お気軽にご参加ください。
◆日程　6 月 8 日（水）
◆時間　13：30 ～ 15：00
◆場所　社会福祉協議会　2 階
多目的ホール（長井戸 1681-1）
◆対象者　認知症の方やその家
族、認知症に関心のある方等
◆申込方法　事前に電話で受付
※新型コロナウイルス感染症の
状況によって中止となる場合が
あります。

介護福祉課　
　　電話 81-1323

第 21 回　彩 ’98 展
開催のご案内

第 64回水道週間（6月1日から7日）

『大切な 水と一緒に 暮らす日々』
　水道について理解を深め、水道事業の今後の発展に役立つよう、厚
生労働省主唱による第 64 回水道週間が、6 月 1 日から 7 日までの一
週間、全国的に展開されます。
　当町の水道は、給水人口 23,259 人、普及率 97.2％（４月１日現在）
に達し、県内でも上位に位置する高い普及率を示しています。
　また、現在、県西用水からの購入を含め、毎日約 6,766 トンを各家
庭に給水しています。今後とも各施設の整備・改修等によって更に安
全でおいしい水の供給に努めますが、毎日の生活の中で、水道の役割
をもう一度見直し、大切な水を無駄の無いよう使いましょう。
◆転入・転出及び転居の場合
　役場上下水道課の窓口または電子申請にて給水開始・休止の届出を
行ってください。また、使用者・所有者の変更がある場合には、窓口
にて届出の手続きを行ってください。
◆不審な訪問者に注意
　「水道管の修理」「量水器内の清掃」等、町職員を装った不審な業者
が横行しています。役場上下水道課では、依頼がない限り、お伺いす
る事はありませんので、十分にご注意ください。
　また、不審な業者が訪問した場合には、役場上下水道課
に確認をしてください。

上下水道課（役場 2 階）　電話 81-1328

↑ホームページ高校生会ページ

　様々なボランティア活動が皆さんを待っています！多くの方の入会
をお待ちしています。
◆対象者　境町在住または境町の高等学校に通学する高校生
◆申込方法　入会申込書に記入し、境町教育委員会生涯学習課へ提出

（FAX 可）
※用紙は役場ホームページからもダウンロードできます。
◆受付時間　8：30 ～ 17：15　※随時受付しています
※詳しくはホームページ（境町高校生会で検索）を参照ください。
http://www.town.sakai.ibaraki.jp/
   
　　生涯学習課（役場 3 階）
　電話 81-1326　
　FAX 86-7389

境町高校生会　　  （CLOVER）会員を募集します！ 

　若年者や離職し求職中の方、および就職氷河期世代の方を対象に、
合同就職面接会を開催します。複数の企業の人事担当者と直接会える
チャンスです。ぜひご参加ください。（事前予約不要）
◆ 日時　7 月 19 日（火）13：30 ～ 15：30（受付 13：00 ～）
◆費用　無料
◆ 場所　 茨城県水戸合同庁舎 2 階大会議室（水戸市柵町 1-3-1）
※来場は公共交通機関をご利用ください。

（JR 水戸駅南口から徒歩約 10 分）
◆参加事業所　約 20 社

茨城県労働政策課いばらき就職支援センター
　電話 029-233-1576

元気いばらき就職面接会開催のご案内（水戸会場）
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　事故や転落による頭部外傷や、脳卒中等の病気で倒れた後に「新しいことが覚えられない」「人が変わった」
「今までと違う」等感じたら、高次脳機能障害かもしれません。この障害は外見からはわかりづらく、周り
から見過ごされたり、本人も気づかないことがあります。
　茨城県高次脳機能障害支援センターでは、専任の支援コーディネーター
による相談を行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

茨城県高次脳機能障害支援センター
　電話 029-887-2605
　（平日 9：00 ～ 17：00）

令和 4年度茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員採用試験のご案内

茨城西南広域消防本部　総務課（〒 306-0053 茨城県古河市中田 1683-9）
　　電話 0280-47-0124

◆持ち物　身分証明書（運転免許証等）、飲み物
◆申込方法　開催日の 2 日前までにホームページ、電話、FAX のいずれかで申込み
◆申込受付　火・金曜日　15：00 ～ 17：00
　　　　　　土・日曜日　10：00 ～ 16：00（月・水・木定休）
※キャンセルは必ずご連絡ください。
※ 前日・当日・無断キャンセルの場合は、キャンセル料1,000 円が発生します。
◆後援　（一社）いばらき出会いサポートセンター

NPO 法人　ベル・サポート境　
　　電話 87-7085 もしくは 090-3140-2580（倉持）　
　　FAX 33-8176
　　ホームページ http://www.bell-support.net

出会いパーティー参加者募集

開催 日　時 場　所 対　象　者 参加費

第
1031

回

6 月 26 日（日）
14：00 ～ 16：00

（受付 13：15 ～）

境町文化村公民館 2 階講堂
（境町上小橋 540）

A コース　独身　男・女とも５名ずつ
　　　　　30 ～ 40 歳代の方

男性
3,000 円
女性
1,000 円

B コース　独身　男・女とも５名ずつ
　　　　　50 歳以上の方

・ マスクは必ず着用してください。
・ 飲み物は持参ください。
※  37.5℃以上の方、体調のすぐれない方は
　参加をお控えください。

◆職種・採用予定人数　消防職　5 名程度
◆受験資格　平成 6 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までに生まれた方で、学校教育法に基づく高等学
校以上を卒業、または令和 5 年 3 月に卒業見込みの方
※身体的要件等、他の受験資格については問合せください。
◆申込用紙配布場所　消防本部、古河消防署、下妻消防署、坂東消防署、総和消防署および
　　　　　　　　　　広域圏内の各消防分署
◆願書受付 　7 月 4 日（月）から 8 月 5 日（金）まで 8：30 ～ 17：15（土・日・祝除く）
※郵送の場合は簡易書留等の確実な方法で 8 月 5 日（金）の消印まで有効
◆試験

試　験 内　容 日　程 会　　場

第 1 次 教養試験・消防適性検査
論文試験 9 月 18 日（日） 古河市役所総和庁舎（古河市下大野 2248）

第 2 次 体力試験（懸垂等 5 種目） 10 月 16 日（日） 茨城西南広域消防本部（古河市中田 1683-9）

第 3 次 個人面接 11 月上旬予定 未定

ご存知ですか？高次脳機能障害
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令和 4年度税務職員を募集します

　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。
◆受験資格
　① 令和 4 年 4 月 1 日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して 3 年を経過

していない方及び令和 5 年 3 月までに高等学校または中等教育学校を卒業見込みの方
　②人事院が上記①に掲げる者に準ずると認める方
◆試験の程度　高等学校卒業程度
◆試験日及び合格発表日

試　験　日 合格発表
一次試験 ９月4日（日） 一次試験合格発表 10月6日（木）

二次試験 10月12日（水）～10月21日（金）の
いずれか第一次合格通知書で指定する日時 最終合格発表日 11月15日（火）

◆申込方法　【原則】インターネット申込み　https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
◆受付期間　6 月 20 日（月）9：00 ～ 6 月 29 日（水） ※受信有効

【インターネット申込みができない場合】
希望する第 1 次試験地を所轄する国税局（沖縄国税事務所）へ問合せください。

＜インターネット申込みに関する問合せ＞
　人事院人材局試験課　電話 03-3581-5311　
　内線 2333（9：00 ～ 17：00）
　＜上記以外の問合せ＞
　関東信越国税局人事第二課試験係
　電話 048-600-3290
　内線 2097（9：00 ～ 17：00）
　※発信音のあと内線番号を押してください。
　※どちらも土・日・祝は除く

人事院
採用情報 NAVI

税務署

税務職員を
募集しています！

シルバーリハビリ体操をやってみよう！シルバーリハビリ体操をやってみよう！

モデル：シルバーリハビリ体操指導士  須長 たかよさん介護福祉課　電話 81-1323

目的：足の力を強くする体操しゃがみ込みしゃがみ込み

・顔は正面を向いたまま、手は下げずに行いましょう。
・しゃがみこむ時に、かかとが浮かないように行いましょう。
・膝の痛みがある方は無理せずにできる範囲まで行いましょ
　う。

ポイントはここ！

①両手を組み、手を前
に伸ばします。

②足を肩幅に開いて、
膝を軽く曲げます。

➡ ➡ ➡

③ゆっくりと座り込む
ように、腰をおろして
いきます。

④できる範囲のところまで
しゃがみこんだら、ゆっく
りと立ち上がります。

← 動画でも見ることができます。
YouTube 「茨城 県 立健 康プラザ　
シルバーリハビリ体操チャンネル」

×× ××
↓↓ ←←
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各種相談（無料）

相談項目 日　時 場　所 問合せ先

法律相談
6 月 22 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：6 月15 日（水）8：30 ～
※先着 8 名

境町中央公民館 2 階
小会議室 秘書広聴課　電話 81-1329

行政相談 6 月 28 日（火）9：00 ～10：00 境町社会福祉会館 秘書広聴課　電話 81-1329

消費生活相談

毎週月～金　9：00 ～ 17：00
予約日：相談日前日の 10：00 まで
※対面の他、リモートや電話での
　相談も可能です

まちづくり推進課
（役場 4 階）

まちづくり推進課
電話 81-1314

外国人相談
Foreigners 

desk

毎週月～金　9：30 ～ 17：00
※祝日除く

多文化共生推進室
（役場３階）

多文化共生推進室
電話 81-1320

Monday ～ Friday　9：30 ～ 17：00
※ Excluding National Holidays

Sakai Town Office 3F, 
Multicultural Promotion 
Office

Multicultural Promotion 
Office
Phone number 81-1320

子どもの
教育相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町教育委員会（役場 3 階）
文化村公民館教育支援セン
ター

境町教育委員会　
電話 86-6022
文化村公民館教育支援センター
電話 86-7844

認知症に関する
相談

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

境町地域包括支援センター
ファミール境
介護福祉課（役場 1 階）
境町社会福祉会館

境町地域包括支援センター
ファミール境　電話 87-7111
介護福祉課　電話 81-1323
境町社会福祉協議会
電話 87-2525

心配ごと相談
（身障相談も含む）

毎週火曜日　※祝日除く
13：00 ～ 16：00 境町社会福祉会館 境町社会福祉協議会

電話 87-2525

ＤＶ相談 毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 16：00 社会福祉課（役場 1 階） 社会福祉課　電話 81-1305

こころの
健康相談

6 月 11 日（土）・25 日（土）
14：00 ～ 16：00
予約日：相談日前日の 10：00 まで

地域活動支援センター煌
きらめき

（坂東市）
地域活動支援センター煌
電話 0297-30-3071

毎週月～金　※祝日除く
9：00 ～ 17：00

社会福祉課（役場 1 階）
境町保健センター

社会福祉課　電話 81-1305
健康推進課　電話 87-8000

ひきこもり
専門相談

6 月 24 日（金） 13：30 ～14：30
※要予約 古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068

ひきこもり
家族教室

6 月17 日（金）14：30 ～16：00
※初回のみ要予約 古河保健所 2 階大会議室 古河保健所　電話 32-3068

精神保健相談

6 月 3 日（金）13：30 ～
6 月 15 日（水）14：00 ～
7 月 1 日（金）14：00 ～
※要予約

古河保健所 1 階相談室（1） 古河保健所　電話 32-3068
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◎育児広場
　お子さんの身長や体重を測り
たい、離乳食やその他、育児の
疑問やお悩みなどをお気軽にご
相談ください。
　なお、感染予防のため、今年
度の育児広場は、事前に電話で
の予約をお願いします。
◆日時　6 月 30 日（木）
　　　　7 月 5 日（火）
9：30 ～ 11：30

（11：00 まで受付）
1 組あたり 30 分程度 8 組まで

（応募者多数の場合は抽選）
◆場所　境町保健センター
◆電話予約受付　

【6 月 30 日分予約】
6 月 20 日（月）～ 28 日（火）

【7 月 5 日分予約】
6 月 27 日（月）～7 月1日（金）
8：30 ～ 17：15（平日のみ）
◎健康相談※予約不要
　体の健康についての相談に保
健師・管理栄養士が対応します。
　希望者には血圧測定、体脂肪
測定、尿検査を行います。
◎思春期相談※事前予約制
　思春期についての悩みや相談
に保健師が対応します。プライ
バシーは厳守されます。お気軽
にご相談ください。
◆日時　6 月 29 日（水）
　　　　9：30 ～ 11：00
◆場所　境町保健センター

　健康推進課（保健センター）
　　電話 87-8000

健康推進課からのご案内

　相続、遺言、農地、VISA、各
種許認可申請など、暮らしのなか
の諸手続きに関する相談に、行政
書士がお答えします。お気軽にご
相談ください。※予約不要
◆日時　6 月 26 日（日）
　　　　13：00 ～16：00
◆場所　境町中央公民館　
　　　　2 階小会議室

肥後　電話 090-3043-1916

行政書士無料なんでも相談会

弁護士による臨時無料電話相談「女性の権利ホットライン」

　女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス、ストーカー、
セクシュアル・ハラスメント）や離婚に関する諸問題、職場における
差別、同性婚に関することなど、女性の権利一般に関する無料電話相
談を実施します。
　弁護士会でこれらの問題に詳しい弁護士が、対処の方法や正しい法
律知識を提供し適切なアドバイスを行います。
　お気軽にご相談ください。
◆ 日時　６月 28 日（火）13：00 ～ 16：00
◆  相談電話番号　029-231-1361
　　　　　　　　029-231-1362
※相談は無料ですが、通話料金はかかります。
　上記番号は実施日以外は利用できません。
◆主催　  茨城県弁護士会・日本弁護士連合会

茨城県弁護士会事務局
　電話 029-221-3501（平日 9：00 ～ 17：00）

◆対象団体　地域福祉の発展に寄与する事業を行う団体で、町・境町
社会福祉協議会（以下：社協）等から補助金等を受けていない団体
◆ 交付対象事業　
地域福祉を推進する事業
　①高齢者や障がい者等を支援する事業　　
　②社会参加を促進する事業
　③新たに地域福祉問題に取り組む事業
　④サロン事業
　⑤その他、社協理事会において認めた事業
◆助成金額　１団体に対する助成金は、予算の範囲以内とする
◆申請期間　7 月 1 日（金）～ 7 月 29 日（金）
◆提出書類　
　①交付申請書　
　②事業収支予算書
　※申請書類等は社協窓口、またはホームページ
　（http://www.sakai-syakyo.com）よりダウンロードできます。
◆   審査及び結果　社協理事会において審査のうえ、申請団体に通知

 境町社会福祉協議会　
　　電話 87-2525

地域福祉活動支援事業助成金交付のご案内

　令和 4 年度の自動車税 （種別割）の納期限は、5 月 31日（火）です。
　納期限を過ぎると、納める税額のほかに延滞金もあわせて納めてい
ただく場合があります。
　また、納めていただけない場合には、財産の差押など、滞納処分を
行うことになりますので、ご注意ください。
　納税がお済みでない方は、至急納めていただくようお願いします。
　詳しくは県税事務所に問合せください。

茨城県筑西県税事務所　
　収税第一課　電話 0296-24-9190
　収税第二課　電話 0296-24-9157

納期限を
守りましょう

自動車税（種別割）の納税はお済みでしょうか


