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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成19年度 第6号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
年金加入記録の確認について
～社会保険庁からお知らせ～

　皆様の大切な年金に関して不安を与え、心よりお詫

び申し上げます。

　年金記録をもう一度確認させてください。

◎お電話でのお問合せの場合

　Āねんきんあんしんダイヤルā

　℡.０１２０－６５７８３０

　（24時間、土日も受け付けております。）

◎来訪でのお問合せの場合(最寄の社会保険事務所)

　佐原社会保険事務所(香取市佐原ロ2116-1)

　℡.０４７８－５４－１４４２

◎その他

　社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)

　をご利用ください。

【問合せ】水戸南社会保険事務所 ℡.029-227-3251

排水設備主任技術者
資格認定試験及び講習会のお知らせ

【試 験 日 時】10月16日(火)午後1時30分～3時30分

　　　　　　　　　　　　(受付12時30分～)

【講習会日時】9月11日(火)午前10時30分～3時30分　

　　　　　　　　　　　　(受付10時～）

【会　　　場】ホテルマロウド筑波(土浦市城北町2-24)

【申込締切日】8月7日(火)

【受験手数料】4,000円（講習会手数料込）

【申 込 方 法】希望者は下記にて受験申込書を受取り、

　　　　　　　必要事項を記入の上、必要書類等を添

　　　　　　　えて申込みください。

【問　合　せ】潮来市下水道課 

　　　　　　　℡.63-1111 内線324・325

平成19年度鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験

【採用予定】若干名
【試験日時】第1次　9月16日(日)午前9時～
【試験会場】鹿行広域消防本部(鉾田市安房1418-15)
【受験資格】昭和58年4月2日～平成2年4月1日までに
　　　　　　生まれた者で、公務員として必要な高校
　　　　　　卒業程度の一般常識を有し、消防吏員と
　　　　　　して職務遂行に必要な体力及び健康を有
　　　　　　するもの。
【申込方法】所定の受験申込書に必要事項を記入し、
　　　　　　鹿行広域消防本部又は管内の各消防署へ
　　　　　　持参してください。
【受付期間】7月16日(月)～8月16日(木)
※受験申込書は鹿行広域消防本部及び管内の各消防署
　にあります。
【問 合 せ】鹿行広域消防本部総務課 ℡.0291-34-2119
　　　　　　潮来消防署管理課　　　℡.63-0119

飲酒運転は絶対にしない・させない

Ā飲酒運転撲滅都市宣言ā

　交通事故をなくし、安全で安心なまちを築くことは

市民すべての切実な願いです。しかしながら、関係機

関、団体の懸命の努力にもかかわらず飲酒運転による

重大事故や事件が後を絶たないのが現状です。

　特に、飲酒運転は交通死亡事故に直結する極めて悪

質・危険な行為であり、絶対に許されるものではあり

ません。 

　飲酒運転撲滅のためには，運転者の交通安全意識の

向上はもとより、家庭や職場さらには地域が一体とな

ってĀ飲酒運転は絶対にしない・させないāという強い

意識をもたなければなりません。 

　潮来市は、ここに改めて交通安全意識の徹底を強く

呼びかけるとともに、飲酒運転の撲滅に向け全力を挙

げて取り組むことを宣言いたします。

　　　　　　　　　　　　　平成19年6月6日　潮来市

【問合せ】

潮来市総務課　

℡.63-1111内線234

公務員として必要な大学で履修した程度の一般的知識、知能(社会科学、人文科学、
自然科学、判断推理、文章理解(英語含む)、数的処理、資料解釈)について、択一式
による筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行ないます。

公務員として必要な高等学校で履修した程度の一般的知識、知能(社会科学、人文科
学、自然科学、判断推理、文章理解(英語含む)、数的処理、資料解釈)について、択一
式による筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

試　　験 方　　　　法

 教養試験
(作文含む)

　Ａ
大学卒

   Ｂ
 短大卒
 高校卒 

平成１９年度 潮来市職員(平成２０年度採用)募集

申込期間：7月2日(月)～7月31日(火)
１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

　　職種区分  採用予定人員 　　　　　　　　　　　　受　　験　　資　　格

　 一般事務　　 2名程度　　昭和52年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込みの者

上記の受験資格に該当する人であっても、次に該当する人は受験できません。

(1)日本に国籍を有しない者　(2)成年被後見人及び被保佐人

(3)禁固以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4)本市職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から2年を経過していない者

(5)日本国憲法又は政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこれに加入した者

２．試験の方法　試験は第1次試験，第2次試験及び資格調査とし，第2次試験は第1次試験の合格者に対してのみ行います。
(1)第1次試験

(2)第2次試験　口述試験、身体検査、適性検査とします。(3)資格調査　 受験資格の有無について調査します。

３．試験日及び試験場

     区　　分 第1次試験 第2次試験

     日　　時 9月16日(日) 11月上旬

     試験会場 茨城大学 第1次試験合格者に通知

４．合格者の発表

(1)第1次合格者の発表は，10月下旬に掲示板（市役所前、出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。

(2)最終合格者の発表は，11月に掲示板（市役所前、出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。

５．給与　給与は潮来市職員の給与に関する条例及び規則に基づき支給されますが，例えば学校卒業直後に採用さ
　　　　　れた場合は，次のとおりです。

　　     学　　　歴        高 等 学 校   短　大　等 　　　大　　　学

　　 給料(基本給)月額　  １３８,４００円 １５１,０００円   １７０,２００円

　（注）1.学校卒業後一定経験年数があるものは，給料（基本給）月額に一定額が加算されます。

　　　　2.このほか，扶養手当，住居手当，通勤手当，時間外勤務手当，期末手当及び勤勉手当等が支給されます。

        3.上記給料（基本給）月額は、平成19年4月1日現在のものです。

６．受験手続及び受付期間　　　　　　　　

(1)申込用紙の請求：申込用紙は市役所総務課にて配布します。郵便で請求する場合は，封筒の表にĀ職員採用試験

　　　　　　　　　 申込用紙請求āと朱書し、次のものを必ず同封してください。

　　　　　　　　　・あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒（Ａ4判）

　　　　　　　　　・受験する職種(一般職)、試験区分(大学卒、大学卒以外)を明記した様式任意の書類

(2)受 験 申 込 先：下記

(3)受  付  期  間：7月2日(月)～7月31日(火)申込みは月～金曜日 午前9時～午後5時,郵便の場合は7月31日必着です。

(4)提 出 書 類 等：ア.申込書1部 (所定の申込用紙を使用してください)申込書に貼付ける写真のほかに、写真　

　　　　　　　　　　　１枚を添えて申し込んでください。なお、写真の裏には、氏名を記入してください。

　　　　　　　　　 イ.受験料　不　要　　　　　　　　　　　 

                   ウ.あて先を明記して290円切手を貼った定形封筒（受験票送付用）

７．採用の時期　採用期日は、平成20年4月1日を予定しております。

８．その他      受験申込者には、受験票を後日配達記録郵便にて送付します。
※職員募集内容については、潮来市ホームページ(http://www.city.itako.ibaraki.jp/)でもご覧になれます。
【申込み・問合せ】〒311-2493 茨城県潮来市辻626 潮来市総務課 人事・行政グループ ℡.63-1111 内線221～223

犬・猫の飼い主の皆さんへ

ルールとマナーをまもりましょう

犬・猫の飼い主の皆さんへ

ルールとマナーをまもりましょう

◎Ā犬の登録āとĀ狂犬病予防注射āは飼い主の義務です

　Ā注射済票āは必ず首輪に付けましょう。狂犬病予防注射をしている証です。

◎犬の放し飼いは茨城県条例で禁止されています

　犬は、必ずつないで飼ってください。散歩の時も、引き綱は必ず付けましょう。猫は、なるべく室内で飼うよ

　う努めましょう。

◎散歩中、『ふん』をしたときは、飼い主の責任で持ち帰ってください

◎犬猫を捨てないで

　子犬、子猫は里親を探しましょう。また成犬、成猫は避妊去勢手術を受けましょう。

【問合せ】犬猫の苦情や相談　　　　　　：茨城県動物指導センター ℡.0296-72-1200

　　　　　飼い犬の登録・狂犬病予防注射：潮来市環境課           ℡.63-1111　内線252



Ā認知症āについて考えてみませんか

～穏やかな老後を支える家族のかかわり～

◎合同介護者教室開催のご案内

【日　時】7月7日（土）午前10時～11時30分

【場　所】中央公民館

【内　容】物忘れと認知症、介護のポイント

【講　師】訪問看護ステーションいしざき

　　　　　所長　小林 照子先生

※当日参加したいが介護している家族を一人にできな

　い方は、7月1日までに下記へご相談ください。

【申込み・問合せ】

高齢者総合相談センター　福楽園℡.64-6767

高齢者総合相談センター　あやめ℡.80-2223

潮来市介護福祉課

地域包括支援センター℡.63-1111内線396・397

ピアカウンセラー養成講座受講生募集

　ピアカウンセラーとは、エイズ等性感染症、薬物、喫

煙に関し、同世代の若者に対して正しい知識の普及・

啓発活動を行う人たちのことです。この度、下記のと

おり養成講座を開催します。

【日　　時】7月27日(金)、7月30日(月)、8月3日(金)

　　　　　　午前10時～午後4時30分

【場　　所】茨城県庁　【受 講 料】無料

【応募期限】7月5日(木)まで

【応募条件】県内在住または在学の18歳～概ね24歳。

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】茨城県保健福祉部保健予防課

　　　　　　℡.029-301-3220

男女共同参画チャレンジ支援セミナー

【日　　時】7月17日(火)
　　　　　　午前10時30分～12時30分
【場　　所】茨城県女性プラザ男女共同参画支援室
　　　　　　(水戸市三の丸1-7-41)
【テ ー マ】Ā女性のチャレンジと暮らし～あなたの
　　　　　　ライフプランを考えてみませんか？再就
　　　　　　職、年金のことなど～ā

【講　　師】川田労務行政コンサルタンツ代表

　　　　　　川田 志津子氏

【募集人員】30名(先着順に受付)

【参 加 料】無料

【問 合 せ】茨城県女性青少年課女性プラザ

　　　　　　男女共同参画支援室 ℡.029-233-3982

第8回なめがたオープンセミナー

【日　時】7月21日(土) 午後2時～3時30分
　　　　　　　　　　　開場午後1時30分
【場　所】なめがた地域総合病院3階会議室
【テーマ】Ā糖尿病の栄養管理と治療ā
【内　容】・糖尿病ってどんな病気？合併症はこわいの？
　　　　　・インスリンってこわいもの？
　　　　　・どんな食べ物・飲み物がいいのか？等
【講　師】なめがた地域総合病院
　　　　　内科科長　：植田 敦志氏
　　　　　薬剤師　　：高田 豪氏
　　　　　管理栄養士：田中 尚代氏
【参加費】無料
【問合せ】なめがた地域総合病院内地域医療連携室

　　　　　℡.0299-37-4115

　 税理士による
 無料税務相談所を
  開設しています

　税金の専門家である税理

士による無料税務相談です。

相続税、贈与税、消費税、

所得税など税金の相談や

法人設立などの創業に関

する相談にご利用ください。

【相談日】

平成19年   7月 4日 (水)

　　　 　  7月18日 (水)

 　　 　　 8月 1日 (水)

 　　 　　 8月15日 (水)

 　　 　　 9月 5日 (水)

 　　 　　 9月19日 (水)

 　　 　  10月 3日 (水)

 　　 　  10月17日 (水)

 　　 　  11月 7日 (水)

　　  　  11月21日 (水)

 　　 　  12月 5日 (水)

　　  　  12月19日 (水)

平成20年   1月16日 (水)

【時　間】午後1時30分～4時

【会　場】

鹿嶋市まちづくり市民センター

(鹿嶋市宮中4631－1)

【その他】

下記へご予約お願いします。

【問合せ】

関東信越税理士会潮来支部

小倉順一税理士事務所

℡.0299-84-1611

いきいきITAKOスポーツクラブ
風の盆と黒部峡谷見物参加者募集

【日　　時】9月1日(土)～2日(日) 1泊2日

【参 加 費】一般大人:29,000円

　　　　　　一般子供:26,000円（小学生以下）

　　　　　　会員大人:26,000円

　　　　　　会員子供:24,000円（小学生以下）

【募集人員】４０名（定員になり次第締め切ります）

【申込場所】延方公民館

【申込日時】7月7日(土)午後7時～午後9時

　　　　　　（参加費を添えてお申込みください）

【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

水郷まちかどギャラリーから
お知らせ

◎文化財の写真展

【期　間】7月4日(水)～7月12日(木)

【内　容】写真展示

◎小田代昭丸個展

【期　間】7月14日(土)～7月22日(日)

【内　容】絵画展示

◎写友会写真展～新緑と残雪を求めて～

　上高地・奥穂高撮影の旅

【期　間】7月24日(火)～7月29日(日)

【内　容】写真展示

【問合せ】

水郷まちかどギャラリー

℡.63-3113

広報いたこ情報版　6月24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）

子育てボランティア養成研修に参加しませんか
　

　県では、地域における子育て支援の輪を広げるため、託児付き(3歳以上・要予

約)でĀ子育てボランティア養成研修āを開講します。子育ての経験がある方も、

そうでない方も育児支援に関心のある方なら、どなたでもご参加いただけます。

　なお、受講後に活動を希望される方につきましては、名簿に登録し居住する市

町村に送付させていただき、必要に応じ、子育て支援事業や保育所等におけるボ

ランティア活動をお願いしています。

【研修会場と期日】（各会場とも定員50名）

　　　　　　　　　　　　　　 8月 9日(木)午前 9時30分～午後4時

　　　　　　　　　　　　　　 8月10日(金)午前10時　　～午後3時40分

　　　　　　　　　　　　　　 8月11日(土)午前10時　　～午後5時

　　　　　　　　　　　　　　 9月13日(木)午前 9時30分～午後4時

　　　　　　　　　　　　　　 9月20日(木)午前10時　　～午後3時40分

　　　　　　　　　　　　　　 9月27日(木)午前10時　　～午後5時

　　　　　　　　　　　　　　 9月17日(月)午前 9時30分～午後4時

　　　　　　　　　　　　　　 9月24日(月)午前10時　　～午後3時40分

　　　　　　　　　　　　　　10月 4日(木)午前10時　　～午後5時

【研修内容】子育てボランティアとして必要な知識

　　　　　　(子どもとの接し方、遊び方、事故の予防と手当、調理実習など)

【受 講 料】無料（別途資料代500円必要）

【申込方法】所定の用紙に必要事項を記入の上、リリー保育福祉専門学校(事務

　　　　　　局)へＦＡＸで送付。用紙は茨城県のホームページĀ県政トピックス

　　　　　　(募集)āからダウンロードするか、リリー保育福祉専門学校、潮来

　　　　　　市社会福祉課及び茨城県子ども家庭課少子化対策室にあります。

【事 務 局】リリー保育福祉専門学校 FAX.029-228-1880

【締め切り】7月17日(火)必着

※定員を超えた場合は抽選になる場合があります。

【問 合 せ】

茨城県子ども家庭課 少子化対策室

℡.029-301-3261

水戸市福祉ボランティア会館

(水戸市赤塚1-1ミオス内)

日立市大沼交流センター

(日立市東金沢町5-7-1)

牛久市中央生涯学習センター

(牛久市柏田町1606-1)

市民が誇れる観光地づくりをめざして市民が誇れる観光地づくりをめざして市民が誇れる観光地づくりをめざして
◎花菖蒲1人1鉢運動（花いっぱい運動）
【日　　時】7月22日（日）午前10時～正午
【実施場所】前川あやめ園内（大会本部前）
【管理期間】7月下旬～平成20年6月上旬（約1年間）
【管理方法】各自が自宅等へ持ち帰り栽培管理を行う。
【数　　量】先着300名まで（原則1人3鉢）
【対 象 者】潮来市民（個人）
【応募締切】7月6日(金)
【そ の 他】栽培していただいた花菖蒲(希望者)は、あやめ祭り大会期間
　　　　　　中にあやめ園内外で展示して観光客の方々にご覧頂きます。

◎市民あやめ園整備事業
【日　　時】7月22日（日）午前9時～午前10時
【管理期間】7月22日～平成20年5月31日（植栽、除草等）
【管理場所】前川あやめ園（潮来ホテル周辺）
【管理面積】660㎡・先着30団体まで（約20㎡/１団体）
【管理内容】あやめ園内への花菖蒲植栽およびその後の管理(除草作業)。なお、肥培管理等は潮来市が随時行います。
【対 象 者】潮来市民（グループ、市内学校、事業所等）で構成する団体
【応募締切】7月6日(金)
【そ の 他】各団体で栽培管理していただいた市民あやめ園に団体名板を掲示します。

※参加希望される方は、下記に置いてある所定の応募用紙に必要事項を記入のうえ、ご応募ください。
 （応募用紙は、潮来市ホームページからもダウンロードできます）

【問 合 せ】潮来市観光商工課　℡.63-1111 内線243


