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2 月の納税

国民健康保険税　8 期
後期高齢者医療保険料　8 期
納期限日：2 月 28 日（火）
※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
　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

　マイナンバーカード申請補助用自動車で、自
宅までマイナンバーカードの申請受付にお伺い
します。役場に出向くことや、インターネットでの申請が難しい方は
ぜひご利用ください。
◆出張申請期間　令和５年１月～３月末までの平日 9：00 ～16：00
◆対象者
原則、初めての申請で、役場に出向くことやインターネットでの申請
が難しい、境町民の方
◎出張申請の流れ
①役場住民課まで電話にて申込みください。
　 その際、申請訪問の希望日、氏名、住所、連絡先等をお伺いします。
②出張当日
　申請書の記入後、マイナンバーカードの顔写真を撮影します。
③カードの受け取り
　 マイナンバーカードが出来上がるまでに１カ月～１カ月半かかりま

す。カードが出来上がり次第、自宅に受取案内の通知（ハガキ）が
届きます。通知が届いたら、役場住民課までご連絡をお願いします。

　※ 自宅に住民課職員が訪問してカードの交付を行いますので、再訪
問（平日 9：00 ～ 16：00）の希望日をお伺いします。

　また町内商業施設でもマイナンバーカードの申請を受付けます。こ
ちらは事前申込みは不要ですので、お買い物のついでにぜひご利用く
ださい。

おひとり様からでもマイナンバーカードの
出張申請受付を行います

住民課　電話 81-1303

◆実施場所および日程　（9：00 ～16：00 ※正午～13：00 は除く）

※商業施設での出張申請は、急遽取りやめになることがあります。

実施場所 日　程

エコス境 SC 店
2 月 11 日（土）

2 月 22 日（水）

実施場所 日　程

MGM パワー
センター境店

2 月 15 日（水）

2 月 25 日（土）

実施場所 日　程

ウエルシア薬局
茨城境店

2 月 8 日（水）

2 月 17 日（金）

電話のかけ間違いに
ご注意ください。

　認知症の方やそのご家族、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。

（ミニ講話：認知機能維持のため
の運動）
◆日程　2 月 8 日（水）
　　　　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、そのご
家族、認知症に関心のある方等
◆申込方法　事前に電話にて受付
※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
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境町文化協会展のご案内

〈作品展示〉
◆日時 　第１期　2 月 4 日（土）～ 12 日（日）9：00 ～ 17：00
　　　　 第２期　2 月 18 日（土）～ 26 日（日）9：00 ～ 17：00
　　　　（各期の最終日は 16：00）　※月曜日（祝日の場合は翌日）休館日
◆会場　ふれあいの里「ギャラリー夢」

　盆栽部では、盆栽・山野草の出展作品を募集します。町内在住の方に限ります。
　詳細は下記まで問合せください。

境町ふれあいの里　電話 81-1023

学校給食費補助金交付のご案内

◎子育て応援学校給食費補助金
　子育て世代（世帯）の経済的負担を軽減し、子育てが安心してできる環境の整備を図るため、学校給食費
補助金を交付します。
◆対象者　次の全てに当てはまる方
① 児童または生徒、及び保護者が境町内に住所を有し、現に居住し、生活の根拠としていること。
②小中学校に在学する児童または生徒を養育していること。
③学校給食費に未納がないこと。
　※ ただし、その他国、県等から給食費相当額の補助を受けている場合を除く。
◆支給額　

【半額補助】小・中学校に在学する第 1 子・2 子の児童・生徒
【全額補助】小・中学校に在学する第 3 子以降の児童・生徒※ 1
　　　　　 及び世帯における第 3 子以降の児童・生徒※ 2

【町の給食費を基準に交付】町立の小中学校以外に通学している場合
※１　 従来通り小中学校に同時に在学する第３子以降の児童・生徒は、学齢名簿等で確認し、全額補助とな

ります。
※２　 小中学校に同時に在学しない第３子以降の児童・生徒は、『戸籍謄本』を添付することで確認し、全

額補助となります。
【例】 第１子が高校生、第２子が中学生、第 3 子が小学生の場合、戸籍謄本で確認ができれば、中学生を半

額補助、小学生を全額補助となります。
◆申請期間　2 月 24 日（金）まで
◆申請書　 町立の小中学校に在学している場合は学校から、それ以外の場合は郵送で配布しますので、振込

指定口座通帳の写し等必要書類を添付して申請ください。
　　　　　※境町公式ホームページからもダウンロード可。

【学校に提出】町立の小中学校に在学している児童・生徒
【給食センターに提出（郵送可）】
※町立以外の小中学校に在学している場合は学校長の証明が必要です。
◆申請先　境町立学校給食センター
　　　　　（〒 306-0416 境町伏木 1278-7）

境町立学校給食センター　電話 86-5907　

会　期 展　示　期　間 展示内容（部名）

第１期 2 月 4 日（土）～ 12 日（日） 書道部・写真部・俳句部・美術部・盆栽部

第２期 2 月 18 日（土）～ 26 日（日） 絵画部・陶芸部
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令和 5 年度 境町奨学生を募集します

　町では、修学のために経済的支援が必要な大学生・大学院生・短期大学生・専門学校生に奨学金を貸付し
ます。
※なお、学校卒業後に境町へ継続して居住した場合は、返還が免除されます。
◆応募資格　次のすべてを満たす方
　①大学・大学院または短期大学及び専門学校に在学中の方、もしくは４月から入学予定の方
　②境町民の被扶養者で、修学のために経済的支援が必要な方
　③所定の条件を満たした連帯保証人を１名選任できる方
　※選考の過程で学習成績を参考にします。
◆選考方法　提出書類ならびに小論文試験（指定日時に役場で小論文試験を実施します）
◆募集期間　令和 5年３月 3日（金）まで
　　　　　　※大学等の入学が確定していなくても、この期間に申込みください。
◆募集人数　５名程度
◆貸付金額　年額 24 万円
　※ 卒業後、農業に関連する産業への就職を希望する方は、上記金額に 24 万円を上乗せして貸付すること

ができます。
◆利息等　貸付については無利息です。ただし、返済が滞った場合は所定の遅延損害金を徴収します。
◆申込方法　下記の必要書類を持参または郵送にて提出してください。
　①境町奨学金貸付申請書
　②奨学生推薦調書（在学中の学校にて作成の上、提出してください）
　③直近の学習成績を確認できる書類（成績証明書等）
　④ 芸術・スポーツなどの分野において、コンクールや競技などの活動で表彰されている方は、それを確認

できる書類（表彰状の写しなど）
⑤認定所得金額を算定するために必要な書類（募集要項別紙を参照ください）
　※募集要項及び申込書類は下記窓口で配布している他、町ホームページにて
　　ダウンロードできます。
◆返還免除の要件
　学校卒業後６カ月以内に境町に居住し、かつ５年間居住を
　継続したときに返還が免除されます。

境町教育委員会　学校教育課　電話 81-1325

　茨城県では、豊富な知識、経験、技能、
技術を持つ概ね 60 歳以上の方を「茨城
シニアマスター」として登録し、地域か
らの依頼を受けて、学校や福祉施設、公
民館における催し等に派遣し、活躍して
います。
　皆さんも「茨城シニアマスター」に登
録して、長年培った知識や技術等を地域
のために活用してみませんか？
　詳しくは、下記まで問合せください。

【登録に関すること】
　茨城わくわくセンター（県社会福祉協議会内）電話 029-243-8989
　【制度に関すること】
　茨城県福祉部長寿福祉課　長寿企画・援護グループ　電話 029-301-3326

茨城シニアマスターとして活躍しませんか

③茨城シニアマスターの紹介

④出前公演・講座等の提供

①茨城シニアマスターの紹介依頼

②活動依頼

茨城
シニアマスター

（個人・グループ）

元気シニア
バンク茨

城
シ
ニ
ア
マ
ス
タ
ー

紹
介
希
望
団
体
等

元気シニアバンクの仕組み図
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◎リサイクル自転車を展示・販売します
　ごみの減量や資源の再利用を目的に、修理した
自転車を抽選で販売します。
◆販売対象者　 境町、五霞町、坂東市、古河市在

住の 18 歳以上の方
◆販売車種　 一般自転車、折りたたみ自転車、子

ども用自転車など
◆販売台数　100 台程度
◆販売価格　1台1,000円～3,000円（1世帯1台）
◆ 販売方法　 さしまクリーンセンター寺久リサイ

クルプラザに来館し、申込書に必要
事項を記入のうえ申込み

◆申込期間　2 月 27日（月）～ 3月 5日（日）
　　　　　　※ 9：00 ～ 16：30
◆抽選日　3 月 8 日（水）9：30 ～
※ 当選した方には、通知書を郵送しますので、引取

りにお越しください。
※ 電話、インターネット、代理による申込みはで

きません。

◎リサイクル教室作品展示会を開催します
　さしまクリーンセンター寺久では、構成市町在
住・在勤の方を対象に年間を通しリサイクル教室
を開催しています。
　このたび、各教室（とんぼ玉教室、裂き織り教室、
竹工画教室、クラフト教室）及び各サークルで制
作された作品の展示会を下記日程で開催します。
◆展示方法
　さしまクリーンセンター寺久リサイクルプラザ
　２階及び３階南側ホールにて作品展示
◆展示期間
　２月 27 日（月）～３月５日（日）
　※ 9：00 ～ 16：30
◆展示作品
　＊とんぼ玉教室制作作品
　＊裂き織り教室及びサークル制作作品
　＊竹工画教室及びサークル制作作品
　＊クラフト教室及びサークル制作作品

さしまクリーンセンター寺久からのご案内

さしまクリーンセンター寺久　リサイクルプラザ　電話 0297-20-9980
　ホームページ　https://www.sashimakankyou.or.jp/

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の内容にご協力をお願いします。
①入館滞在者数を最大 10 組までに制限します。
② 来館の人数は少人数にし、他の来館者との距離を十分に取ってください。
③来館時の手指の消毒をお願いします。
④入館の際には住所・氏名を記入してください。
⑤マスクの着用をお願いします。
⑥検温にご協力ください。
⑦体調がすぐれない方の入館はお断りさせていただきます。
⑧申込み後は速やかに退館をお願いします。
⑨ 4 名以上でのエレベーターの利用は禁止させていただきます。

来館される
皆さんへ

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により日程の変更または中止となる場合には、ホームページ等でお知ら
せします。

※不明な点は問合せください。
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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
2 月 22 日（水） 10：00 ～15：00
予約日：2 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 2 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

2 月 4 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

2 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

2 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
2 月 15 日（水）14：00 ～
3 月 3 日（金）13：30 ～
※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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　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。資料があれ
ばお持ちください。※予約不要
◆日時　2 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

　境町では、現在「境町立学校再
編整備計画」を策定中です。
　町民の皆さんのご意見を募集し
ます。
◆計画の名称
　境町立学校再編整備計画
◆募集期間
　2 月 14 日（火）まで
◆計画（素案）の公示場所
　境町教育委員会学校教育課及び境町ホームページで閲覧できます。
※学校教育課窓口対応は、土日祝日を除く 8：30 ～ 17：15

学校教育課　電話 81-1325　FAX 86-7389
　E-mail gakumu@town.ibaraki-sakai.lg.jp

行政書士無料なんでも相談会 境町立学校再編整備計画（素案）の
パブリック・コメントについて

お気軽にご相談ください。

お尻浮かしお尻浮かし

・ 手はできるだけ下がらないようにしま
しょう。

・ お尻が少し浮いた状態で、動きを止め
てみましょう。

・ 膝に痛みのある方は無
理をしないで、浮かそ
うとするだけでも大丈
夫です。

ワンポイント

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　坂井敏江さん

目的：下肢筋力・バランス力の強化

介護福祉課　電話 81-1323

　自動車税（種別割）は県の重要な財源となっています。
　転居などで茨城県に転入された方は、住民登録とあわせて、所有さ
れる自動車について県内のナンバー（水戸・土浦・つくば）に変更を
お願いします。
　
【登録に関する問合せ】

　土浦自動車検査登録事務所　
　電話 050-5540-2018
　【自動車税に関する問合せ】
　茨城県筑西県税事務所収税第一課　
　電話 0296-24-9190

相続登記はお済みですか月間

自動車は県内のナンバーに

　県内の各司法書士事務所にて、
相続登記に関する相談に応じま
す。
◆期間　令和 5 年 2 月の 1 カ月
間（土日祝日を除く）
※相談は無料です。各司法書士事
務所へ事前に予約してください。

茨城司法書士会
　電話 029-225-0111

① 椅子に浅く座り、体の正面で指を組んで腕を伸ばします。
② 顔をあげ、手を前に突き出すようにしながら、体を前に倒し、

お尻を浮かせます。
③ その姿勢を保ちながら 3 秒程保持します。
④ゆっくりとお尻をおろします。


