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平成19年度 第5号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
出産育児一時金の

受取代理制度が始まりました

　６月から、国民健康保険の出産育児一時金の受領に

関する権限を医療機関等に委任することにより、被保

険者の窓口負担が小さくなる「出産育児一時金受取代

理制度」が始まりました。

　今までは、被保険者が医療機関等に出産費を支払っ

た後、出産育児一時金３５万円が国保から支給されて

いました。そのため、一時的に被保険者は多額のお金

を用意する必要がありました。

　受取代理制度を利用すると、３５万円を上限として、

潮来市国民健康保険から医療機関等に出産費として出

産育児一時金を支払います。被保険者は、窓口で出産

費が３５万円を超える場合にのみ、その差額を支払え

ばよいことになります。（出産費が３５万円に満たな

い場合は、出産費と３５万円との差額を世帯主の口座

に振り込みます。）

　受取代理制度が利用できる人は、次の要件を満たす

人です。

◎潮来市国民健康保険の被保険者

◎出産予定日まで１ヶ月以内であること

◎国民健康保険税が完納されている世帯であること

　この制度を利用したい方は、申請が必要となります

ので、詳しくは下記までお問合せください。

【問合せ】

潮来市市民課

国保年金グループ

℡.63-1111　内線132

消費生活センターにご相談ください

　架空請求など、消費生活に関するトラブルに巻き込

まれたら、一人で悩まず消費生活センターへご相談く

ださい。

【相談するときは】

①契約した日や購入した場所(状況)

②商品名

③販売会社(業者)名

など、わかる範囲でお話しください。また、契約書や

パンフレットなど参考になるものがあれば、ご用意く

ださい。

◎潮来市消費生活センター

【受付日時】火曜日・金曜日

　　　　　　(午前9時30分～正午・午後1時～4時)

【連 絡 先】TEL.62-2138(直通)

◎茨城県消費生活センター鉾田分室

【受付時間】月曜日～金曜日

　　　　　(午前 9時30分～正午

 　　　　　午後12時45分～4時30分)

【連 絡 先】℡.0291-33-4111

【問 合 せ】潮来市社会福祉課 

　　　　　　℡.63-1111 内線385

牛堀公民館講座受講生募集

◎『パッチワーク講座』(初心者大歓迎）

【日　　時】6月30日(土)、7月14日(土)、7月28日(土)、

　　　　　　8月11日(土) 計4回　午後7時より実施

【会　　場】牛堀公民館

【募集対象】一般成人　先着15名

【受 講 料】1,000円

【教 材 費】3,000円

※手提げバックを完成させます。完成見本は牛堀公民

　館においてあります。

【申込方法】6月17日(日)までに直接下記へ連絡して

　　　　　　ください。

【問 合 せ】牛堀公民館 ℡.64-5230 FAX.64-6841

河川愛護団体を募集します

　茨城県の管理河川(前川・夜越川)において、除草や

ごみ清掃を実施してくれる団体(河川愛護団体)へ、経

費の一部を補助いたします。

【応募対象】茨城県管理河川(前川・夜越川)において、

　　　　　　除草やごみ清掃を実施する団体・グルー

　　　　　　プ等。(例)市町村、土地改良区、自治会、

　　　　　　各種団体等

【補助内容】補助対象経費(傷害保険料、軍手・草刈

　　　　　　り鎌・ごみ袋・燃料等消耗品、草刈り機

　　　　　　賃借料)の１/２以内の額を、予算の範囲

　　　　　　内で補助します。

【応募方法】6月29日(金)までに、応募書類を茨城県

　　　　　　潮来土木事務所へ提出してください。

※応募書類は茨城県潮来土木事務所にてお受け取りく

　ださい。

【問 合 せ】茨城県潮来土木事務所

　　　　　　用地管理課 河川管理担当

　　　　　　℡.62-3726 FAX.63-0475

潮来市内対抗ゴルフ大会参加者募集

【日　　時】7月11日（水）

【場　　所】Ｊゴルフ霞ヶ浦(潮来市茂木279-1)

【募集人数】先着160名（1チーム4名以上7名まで）

【プレー費】10,000円(ĜķĪ参加費プレー費食事等込み)

※キャディ付き先着20組 4バック　1人13,000円

【競技方法】・1チーム4名以上7名までの団体戦

　　　　　　・順位は上位4名のネットの合計とする

　　　　　　・ハンディの算出はペリア方式とする

【参加資格】潮来市民または潮来に勤務する者及び市

　　　　　　内の各種団体で構成するチーム

※同一団体で複数チームの参加ＯＫ

※3名以下の団体は近隣団体との混成を認める

【参加申込】下記に置いてある参加申込書に必要事項

を記入し6月20日（水）までに申込みください。

(生涯学習課のみＦＡＸでも受付ます)

※申込用紙は、各地区公民館にもおいてあります。

【問 合 せ】潮来市生涯学習課 スポーツ振興グループ

　　　　　　℡.64-2611 内線642 FAX.64-5959

　　　　　　潮来グリーンランドゴルフ練習場

　　　　　　℡.64-6184

水郷県民の森からお知らせ

◎自然体験ツアー深緑の森を訪ねよう

【日　　時】6月16日(土)午前10時～正午

【集合場所】水郷県民の森ビジターセンター

【内　　容】初夏の植物の元気をもらおう

【講　　師】中村紘氏(森林インストラクター)

【参加人数】25名(当日先着順)【各自持参】飲み物等

【問 合 せ】水郷県民の森管理事務所　℡.64-6420

レガッタ参加者募集

◎イタコシティレガッタ2007(29th)
　皆さんの参加をお待ちしています。
【日　　時】6月24日(日)午前8時受付
                       　　8時30分代表者会議 
                       　　9時競技開始
【会　　場】潮来市ボートコース「常陸利根川」

【種目及び参加料】

　　 種　　　目       距   離    参加料(1ĖķĎ)

ģčĖķĪĉď 成年男子の部

ģčĖķĪĉď 壮年男子の部   500ｍ       3,000円

ģčĖķĪĉď 女子の部                (中学生は無料)

ģčĖķĪĉď 小学生の部     300ｍ        無料

＊成年男子（漕手の合計年齢が140歳未満とする）
＊壮年男子（漕手の合計年齢が140歳以上とする）
(年齢の記載が無い場合、成年男子の出場。)
【参加資格】楽しく漕ぎたい方なら、誰でも参加でき
ます。(初心者歓迎)ただし、都道府県ボート協会登録
者は舵手を除いて1クルー1名以内
【表　　彰】優勝・準優勝・第3位に賞状と豪華賞品・
　　　　　　第4～6位に副賞、出場クルー全員に参加
　　　　　　賞、特別賞(仮装大賞・ほのぼの賞など)

◎第41回水郷潮来レガッタ
　(イタコシティレガッタと同日・同会場にて開催)
【種目及び出漕料】(中学生無料)

　　　　種　　目　       距　離      出漕料

男子ģčĖķĪĉď・女子ģčĖķĪĉď  

男子舵手付Īĉď

男子舵手付きĖĉĢļĪĽķ

女子舵手付きĖĉĢļĪĽķ

男子ĞļĪļķěĔķ

女子ĞļĪļķěĔķ

男子ĚĻĖļķěĔķ

女子ĚĻĖļķěĔķ

【参加資格】中学生以上でボート競技に興味のある方
　　　　　　なら誰でも参加できます。

※態度決定 午前6時 潮来市ĬļĎĢĜĻĞĎ(℡.66-1574)
　小雨決行、荒天(大雨・強風等)の場合中止。　
※参加料の返金はいたしません。
※上記各大会の申込方法等、詳細は下記までお問合せ
　ください。
【締 切 日】6月12日(火) 午後5時まで《厳守》

◎ボート教室を開催します
　6月10・17日の各日曜日に市民ボート教室を開催し
ます。練習希望クルーは教室開催日午前9時～正午ま
で無料乗艇・指導します。練習を希望する場合は下記
へご連絡ください。
平　日:教育委員会生涯学習課
上以外:潮来市ボート部事務局 高清水 090-1667-8993
                            根　本 080-1062-7809
【申込み・問合せ】〒311-2495　潮来市牛堀17
         潮来市会生涯学習課 スポーツ振興グループ

　　　　 ℡.64-2611 内線642・643

一　般 10,000円

高校生  5,000円

一　般 4,000円

高校生 2,000円

一　般 2,000円

高校生 1,000円

1,000m

〃

〃

潮来市学童クラブ長期休業日(夏休み)指導員募集

　潮来市では、昼間労働等により保護者が不在の小学生を対象に、放課後児童の健全育成を図るため学童保育

事業を行っております。それにともない、下記内容のとおり指導員を募集いたします。

【勤務場所】潮来市内学童クラブ

【募集人員】若干名

【勤務時間】午前9時～午後4時まで

【業務内容】児童保育

【時　　給】750円

【雇用期間】7月23日～8月31日(土・日曜日、お盆はお休みです。)

【応募要件】児童の育成に熱意と体力のある方であれば資格は問いません。(学生可)

【応募方法】履歴書を下記までご持参ください。(郵送可)

【募集期間】6月11日(月)～6月22日(金)

【申込み・問合せ】〒311-2493 潮来市辻626　潮来市社会福祉課 子育て支援室 ℡.63-1111 内線386



県政ふれあいバス(親子コース)
参加者募集

◎Aコース：7月26日(木)

　　　　　　サイエンス・スクエアつくば(つくば市)

　　　　　　つくばエキスポセンター(つくば市)

◎Bコース：8月10日(金)

　　　　　　アクアワールド大洗(大洗町)

　　　　　　東海テラパーク(東海村)

【乗降場所】・神栖市(ベイシア駐車場)

　　　　　　・鉾田市(鉾田合同庁舎駐車場)

【参加資格】県内に居住する小・中学生(保護者の同

　　　　　　伴必要)

【申込方法】往復ハガキに、参加希望日(コース名)、

　　　　　　乗降場所、参加希望者全員の住所・氏

　　　　　　名・年齢・性別・電話番号・職業又は学

　　　　　　年を記入のうえ申込む。(往復ハガキ1枚

　　　　　　で4名まで応募可)

【申込期限】6月29日(金)当日消印有効

※参加費無料、昼食は各自用意してください。

【申込み・問合せ】〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3

　　　　　　茨城県鹿行地方総合事務所県民生活課

　　　　　　親子ふれあいバス係 ℡.0291-33-6123

いばらき若者塾参加者募集

　郷土茨城づくりに貢献する地域青年リーダー養成研

修の参加者を募集します。

【募集締切】6月30日(土)まで

【募集人員】20人程度

【参 加 費】10万円

【募集資格】県内に在住または通勤・通学

　　　　　　する20歳以上40歳未満の方

【研修期間】8月～翌年3月

【研修内容】・国内研修(リーダー研修、事業の企画

　　　　　　　　　　　 研修など8日間)

　　　　　　・海外研修(国際理解・国際協力などの

　　　　　　　　　　　 研修を6日間)

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】茨城県女性青少年課 青少年グループ

　　　　　　℡.029-301-2183　

糖尿病予防講演会のお知らせ

【テーマ】Ā糖尿病～なぜ予防するか、どう予防するか～ā

【講　師】筑波大学大学院人間総合科学研究科　

　　　　　内分泌代謝・糖尿病内科　矢藤　繁　氏

【開催日】6月21日（木）午後1時30分～3時30分

【場　所】鹿嶋市まちづくり市民センター　

【定　員】100名〈先着順〉

【入場料】無料

【主　催】潮来保健所管内保健師業務研究会

【問合せ】鹿嶋市健康増進課（鹿島保健センター）

　　　　　TEL.0299-82-6218

税務職員Ⅲ種試験

【受付期間】6月26日（火）～7月3日（火）

【受験資格】昭和61年4月2日～平成2年4月1日までに

　　　　　　生まれた方

【一次試験】9月9日（日）

※その他、詳細は下記へお問合せください。

【問 合 せ】関東信越国税局人事第二課試験係

　　　　　　℡.O48-600-3111 内線2095又は2097

裁判所事務官Ⅲ種試験

【受付期間】7月17日(火)～7月25日(水)

【受験資格】昭和61年4月2日～平成2年4月1日までに

　　　　　　生まれた方

【一次試験】9月16日(日)

【試験種目】教養・適正試験(択一式)、作文試験

※その他、詳細は下記へお問合せください。

【問 合 せ】水戸地方裁判所事務局総務課人事第一係

　　　　　　℡.029-224-8421

警察官採用試験(通常第2回)

【受付期間】7月1日(日)～8月17日(金)

【受験資格】A：昭和53年4月2日以降に生まれた人で、

　　　　　　　　学校教育法による大学(短期大学を

　　　　　　　 除く。)を卒業した人若しくは平成

　　　　　　　　20年3月31日までに卒業見込みの人

　　　　　　　　又は人事委員会がこれと同等と認める人

　　　　　　　B：昭和53年4月2日から平成2年4月1日ま

　　　　　　　 でに生まれた人で、警察官Aの受験資

　　　　　　　　格に該当しない人

【一次試験】9月16日(日)

※その他、詳細は下記へお問合せください。

【問 合 せ】茨城県警察本部警務部警務課

　　　　　　フリーダイヤル　℡.0120-314058

調理師国家試験

【受験資格】飲食店経営・魚介類販売・喫茶店営業・

　　　　　　そう菜製造業等で2年以上調理業務に従

　　　　　　事した方

【願書受付】7月19日(木)・20日(金)

　　　　　　午前9時～正午、午後1時～4時30分

【受付場所】潮来保健所　2階会議室

【試 験 日】8月29日(水)

【試験会場】常磐大学(水戸市見和1-430-1)

【提出書類】①受験願書②調理業務従事証明書③調理

　　　　　　師試験合格通知作成用紙④最終学校卒業

　　　　　　証明書又は卒業証明書の写し⑤写真(た

　　　　　　て5㎝×よこ4㎝)各1部⑥受験手数料6,200円

　　　　　　相当額の茨城県収入証紙

【申込み・問合せ】潮来支部長 鴇田清一 ℡.63-2211 

　　　　　　　　　牛堀支部長 山口敏雄 ℡.64-2003

発達に遅れのある子の理解講座

　発達に遅れのある子と一緒に音楽にあわせて体を動

かしたり、障害児教育のベテランの先生のお話を聞い

てみませんか。

【日　時】6月24日(日)午前9時30分～午後3時30分

　　　　　(午前のみ、午後のみの参加も可)

【場　所】茨城県立鹿島養護学校(鹿嶋市沼尾1195)

【内　容】

コース①午前:言葉の発達について(講話)

　　　　午後:ミュージックケア(音楽にあわせて体を

　　　　　　　動かす)

コース②午前:プレイセラピー(輪やボールを使って体

　　　　　　　を動かす)

　　　　午後:発達に遅れのある子への理解と対応(講話)

【費　用】無料

【持ち物】上履き、運動できる服装でお越しください。

　　　　　(一日参加の方は弁当持参)

【申込み】電話及びFAXにて受付。詳細は下記までお

　　　　　問合せください。

【問合せ】茨城県立鹿島養護学校(担当:羽成)

　　　　　℡.0299-82-7700　FAX.0299-84-1576

見えないこと・見えにくいことで
悩んでいませんか？

　盲学校では、見えないこと・見えにくいことで日常

生活や学習面で自分の力を十分に発揮できないでいる

乳幼児や児童生徒とその保護者ならびに成人の方のた

めに、次のような相談・支援を行っています。

　また、学校や医療・福祉・労働関係機関からの相談

にも応じています。

◎相談・支援の内容

(1)視覚に障害のある乳幼児に関する相談・支援

・育児について

・保育所や幼稚園での生活について

(2)小中学校や高等学校に在籍する視覚障害児童生徒

　 に関する相談・支援

・使いやすい教材教具の紹介や貸出し

・レンズなど視覚障害を補うための用具の紹介と体験

・日常生活や学校生括について

・進路について

(3)成人(中途視覚障害者)に関する相談・支援

・社会復帰に向けて

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の資格

　取得について

・視覚障害者に関係する機関の紹介

◎相談を希望するときは

　電話・FAX・Eメールなどでお問合せください。その

際、Ā教育相談をお願いしますāと伝えてください。担

当の者がお話を伺います。

【問合せ】茨城県立盲学校 学習支援・相談部

　　　　　TEL.029-221-3388 FAX.029-225-4328

　　　　　Eメール shien＠ibaraki－Sd.ed.jp

いきいきITAKOスポーツクラブ
西穂高登山参加者募集

【日　　時】7月28日(土)～29日(日)

　　　　　　午前5時市役所出発

【参 加 費】一般大人:21,000円

　　　　　　一般子供:19,000円(小学生以下)

　　　　　　会員大人:19,000円

　　　　　　会員子供:17,000円(小学生以下)

【募集人数】20名　

【申込場所】延方公民館

【申込日時】6月23日(土)午後7時～午後9時

　　　　　（参加費を添えてお申し込みください）

【問 合 せ】いきいきITAKOスポーツクラブ

　　　　  　℡.64-5886　土曜日 午後1時～午後4時

　　　　　  　　　　　　日曜日 午前9時～午後4時

ポジティブ・アクション実践セミナー

　本年4月1日より、性別を理由とした差別、間接差別、

妊娠・出産等を理由とした不利益取扱い等について禁

止した改正男女雇用機会均等法が施行されました。

　改正法に沿った雇用環境を整備していただくととも

に、職場において実質的な男女均等取扱いを実現する

ため、ポジティプ・アクションの具体的取組みのノウ

ハウをご紹介します。是非ご参加ください。

【日　時】6月27日(水)午後1時30分～3時30分

【場　所】ホテルレイクビュー水戸(水戸市宮町卜6－1)

【対象者】事業主・労働者等150名(定員になり次第締切)

【内　容】・改正男女雇用機会均等法等説明

　　　　　・ポジティブ・アクション事例発表

　　　　　　株式会社常陽銀行等

【問合せ】財団法人21世紀職業財団茨城事務所

　　　　　℡.029－226－2413

家庭倫理講演会

【日　時】6月24日(日)午後1時30分～3時30分

【場　所】鹿嶋市はまなす公民館

【テーマ】Ā家庭をよくするā

【講　師】(社)倫理研究所研究員那須隆氏

【主　催】家庭倫理の会鹿行

【後　援】文部科学省、茨城県教育委員会、潮来市教

　　　　　育委員会、鹿嶋市教育委員会他

【問合せ】向後直美　℡.63-0215

道のある風景写真コンクール

【応募資格】小学生・中学生・高校生

【応募作品】過去1年以内に本人が撮影したもので、

　　　　　　未発表のもの

【応募締切】6月20日(水)当日消印有効

※応募方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】道のある風景写真コンクール実行委員会

　　　　　　℡.03-3234-6078

広報いたこ情報版　6月10日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書広聴課 ℡.63-1111内線206まで）


