
ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成20年度 第6号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

潮来市振興計画審議会を
一般公開します

　市のまちづくりの指針となる総合計画（H21～H30）

の策定にあたり、振興計画審議会が開催されます。

　市では、市民参加による公正で開かれた市政を推進

するため、審議会を公開します。是非ご覧ください。

【開催日時】6月30日（月）午後2時30分～4時30分

【開催場所】潮来市役所3階　第1会議室

【議　　題】潮来市第6次総合計画基本構想(案)について

【申込方法】6月26日(木)午後5時までに、電話、FAX、

Eメールにより、氏名、住所、電話・FAX

番号、Eメールアドレスを下記までご連

絡ください。

　　　　　　(1回の申込みで1名のみ可)

　　　　　　(定員10名・先着順)

【申込み・問合せ】

潮来市企画財政課 ℡.63-1111 内線215　FAX.80-1100

　　　　　　　　 Eメール　kizai@city.itako.lg.jp

医療機関で子宮がん検診を
受診できます

【対 象 者】潮来市内に住所を有する20歳以上の女性
【実施期間】7月1日～8月31日(期間中1人あたり１回)
　　　　　（上記期間以外は全額自費となります。）
【検査項目】子宮頸部細胞診検査
【受診方法】かすみ保健福祉センターで負担金(2,000円)
　　　　　　を支払い受診券を受取り、医療機関に予
　　　　　　約をしてから受診してください。(集団
　　　　　　検診で子宮がん検診を受けた方は、受診
　　　　　　出来ません。)

◎子宮がん検診を受診できる市内の医療機関
・朝井医院(日の出1-16-42)　℡.66-7677
・大久保診療所(潮来143-2)　℡.62-2506
【問 合 せ】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉ĜĻĞĎ)
　　　　　　℡.64-5240

65歳以上の皆さん

介護予防のため健診を受けましょう

　潮来市では、介護予防特定高齢者(介護予防の必要

がある方)の把握のため、65歳以上の方を対象に健診

(6月30日～7月18日)において生活機能に関する状態の把

握等を行います。

　65歳以上の方は、健診受診券と一緒に送付するチェック

リスト(生活機能評価)に記入し、健診を受診する際に

は忘れずに持参してください。

※詳しくは、下記までお問合せください。

【問合せ】潮来市介護福祉課　℡.63-1111 内線390

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

◎お知らせ：6月28日(土)～29日(日)にかけて、市庁舎電気設備工事のため潮来市役所・図書館ホームページの閲覧及びEメール送信ができなくなります。ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。《問合せ》潮来市秘書広聴課 ℡.63-1111

光高速インターネット回線(Bフレッツ)
サービス提供エリアが拡大されます

　光高速インターネット回線 (B フレッツ ) の誘致活動として、市民の皆様のご協力によりĀB フレッツ仮申込

書ā取りまとめを行っておりますが、今回、下記の地区について Bフレッツが提供されることになりました。

　なお、Bフレッツの誘致は、市内全域を目指しているため、今後も引き続きĀB フレッツ仮申込書āの取りまと

めを行いますので、ご協力お願いいたします。

◎提供拡大エリア
・潮来、辻、須賀、須賀南、大塚野１～２丁目、あやめ１～２丁目、釜谷、大賀、大生

【提供開始】１２月　１日(月)(予定)

【事前申込】　６月１３日(金)より受付開始

※詳細は、NTT東日本茨城支店ホームページ（http://www.ntt-east.co.jp/ibaraki/h200612/h200612_b.html）

　をご覧ください。

※ご注意ください
　ĀNTTの代理店ā等から、Bフレッツ事前申込み等について電話案内がある場合があります。その中には、正

規代理店でない場合もありますので、不審な点がありましたらNTT東日本茨城支店へお問合せください。

　また、NTT東日本では、下記のとおり「インターネットに関するご相談」を行います。

◎エリア拡大イベント「インターネットに関するご相談」
【日　　時】6月22日(日)午前10時～午後4時
【会　　場】NTT潮来延方交換センタ（曲松2676-1）

【問 合 せ】
NTT東日本茨城支店　℡.0120-116116(ĪĶĎĞļĐĲķ)
潮来市秘書広聴課　 ℡.63-1111 内線207・208

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)

Ｂ
短 大 卒
高校卒等

Ａ
大学卒

募　　集

  平成２０年度 潮来市職員(平成２１年度採用)試験案内

申込期間：7月1日(火)～7月31日(木)
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 ３名程度 昭和５３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

 
保健師

 
１名程度

 昭和５３年４月２日以後に生まれた人で、保健師の免許を有する者又は平成２１年３月末

   までに実施される国家試験により取得見込みの者

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21日(日)       　　  11月中旬

      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月中に掲示板（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月中に掲示板（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　  １４０,１００円 １５２,８００円   １７２,２００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20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請求してください。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(一般事務、保健師)、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1日(火)～7月31日(木)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。

　　　　　　　　　　　写真の裏には、必ず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．採用時期　採用期日は、平成21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222～224



ヘルスランドさくら
運動教室

◎生活習慣病予防Ａ(対象:市内外の成人)
【実 施 日】7月8日～8月12日の各火曜日(7月22日除く)
　　　　　　午後2時～3時30分(全5回)

◎生活習慣病予防Ｂ(対象:市内外の成人)
【実 施 日】7月8日～8月12日の各火曜日(7月22日除く)
　　　　　　午後6時30分～8時(全5回)

◎シェイプアップ教室(対象:市内外の成人)
【実 施 日】8月19日～9月23日の各火曜日(9月16日除く)
　　　　　　午後2時～3時30分(全5回)

～共　　通～
【定　　員】各教室10名程度(定員になり次第締切り)
【参 加 費】無料(ただし、毎回の入館料及び1教室期
　　　　　　間の保険料300円が必要です）
【申込方法】事前にヘルスランドさくら受付へ申込み
　　　　　　ください。
【申込み・問合せ】潮来ヘルスランドさくら
　　　　　　　　　℡.64-5858

座禅と朝がゆの会
Ā盛夏、早朝、心を清めてā

【日　　時】7月21日(月・祝)早朝６時集合
【場　　所】長勝寺(二丁目)【参 加 料】無料
【募集人員】50名（先着順）
【申込締切】7月13日(日)
【申込み・問合せ】潮来公民館 ℡.62-3522 FAX.62-4683

『子どもを思う勉強会』

【日　時】7月26日(土)午後1時～3時
【会　場】つくば開成高校(鹿嶋校)(鹿嶋市宮下3-6-6)
【テーマ】Āなぜ不登校にā
【助言者】合田 光子氏(スクールカウンセラー)
【定　員】30名
※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。
※9月27日には、Ā大人、社会のできることāをテーマ
　に勉強会を開催します。
【申込み・問合せ】つくば開成高校(鹿嶋校)
　　　　　　　　　℡.0299-84-0220

夏休みĀみなとā親子体験教室

【内　　容】Āみなとā学習会と船上見学会
【日　　時】8月4日(月)～6日(水) 午前9時～正午
　　　　　　(鹿島港湾・空港整備事務所に8時45分集合)
【対　　象】小学4年生～6年生と保護者
　　　　　　(親子10組・先着順）
※船酔いされる方はお申込み出来ません。
【費　　用】1人100円(傷害保険料)
※申込み受付は7月1日からとなります。
【申込み・問合せ】
国土交通省鹿島港湾・空港整備事務所
℡.0299-84-7711（広報担当）

調理師国家試験

【受験資格】飲食店営業・魚介類販売・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17日(木)・18日(金)
　　　　　　午前9時～正午・午後1時～5時
　　　　　　潮来保健所2階会議室
【試 験 日】8月26日(火)
【試験会場】常磐大学(水戸市見和1-430-1)
【申込み・問合せ】潮来地区調理師会
　　　　　　潮来支部長 鴇田清一 ℡.63-2211
　　　　　　牛堀支部長 山口敏雄 ℡.64-2003

潮来市ボートスポーツ少年団員募集

【募集対象】小学校4・5・6年生(20名)
【練 習 日】4月～10月:毎週土曜日午前10時～正午
　　　　　　(11月～3月は隔週)
【練習場所】ボートセンターĀあめんぼā
【指 導 者】潮来市体育協会ボート部員
【会　　費】5,000円/年間(保険料・登録料等)
【申込締切】7月18日(金)
【説 明 会】7月21日(月)午後7時～
　　　　　　(場所:ボートセンターĀあめんぼā)
※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】潮来市教育委員会 生涯学習課 ℡.64-2611

リトルマーメイド会員募集

　リトルマーメイドでは、小学生を対象とした水泳教

室を開催しています。水に顔をつけられない子から、

もっと泳げるようになりたい子まで丁寧に指導します。

ぜひ一度練習を見学に来てください。

【対　　象】

小学生

【場　　所】

市民プール(前川)

【練 習 日】

土曜日

午後3時15分～4時30分

【募集人員】

10名(申込み順)

就学前のお子さんは、

登録をしておいて頂

ければ優先的に入会

できます。

【会　　費】

月2,000円

(市民ĪĽĎķ入場料込み)

【問 合 せ】

リトルマーメイド

代表 本戸 

℡.090-5305-2100

おわら風の盆と
黒部アルペンルート・飛騨高山めぐり

参加者募集

【日　　時】9月3日(水)～4日(木)雨天決行
　　　　　　潮来市役所 午前5時出発
【行　　先】富山県八尾・黒部・飛騨高山　
【参 加 費】(アルペンルート代含む)
　　　　　　一般大人：30,000円
　　　　　　会員大人：28,000円
【募集人員】20名（定員になり次第締め切ります）
【申込み・問合せ】いきいきITAKOスポーツクラブ
　　　　　　旧八代小学校内ĖĵĪļĨđě(島須733)
　　　　　　℡.64-5886 毎週土曜日 午後1時～午後4時
　　　　　　　　　　　 　　日曜日 午前9時～午後4時

音楽祭
カシマミュージックフェスト2008

【日　時】6月28日(土)午後3時～6時

【会　場】カシマスポーツセンター

【出　演】地元中高生吹奏楽合同演奏、社会人オーケ

　　　　　ストラ・合唱・バレエの共演

　　　　　米国ガーフィールド高校オーケストラ

【曲　目】ボレロ、アイーダ、ロメオとジュリエット他

【前売券】大人2,000円・高校生以下500円

　　　　　(当日券500円増)

【発売所】鹿嶋勤労文化会館、アイモアほか

【問合せ】ミュージックフェスト事務局

　　　　　℡.090-6116-9029

 

広報いたこ情報版　6月22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208まで）

募　　　　　　　　集

発達に遅れのある子の理解講座

【期　　日】7月19日(土)
【場　　所】県立鹿島養護学校(鹿嶋市沼尾1195)
【内　　容】・受付(午前9時50分～10時20分)
・Ā発達に遅れのある子の理解ā(午前10時30分～正午)
・Āミュージックケアā(午後1時～3時30分)
　(音楽に合わせて体を動かします)
【費　　用】無料
【持 ち 物】上履き・運動できる服装
　　　　　　1日参加の方はお弁当を持参ください。
【申込方法】電話又はFAXにて、名前、性別、電話・
　　　　　　FAX番号、参加方法を7月11日(金)までに
　　　　　　下記へご連絡ください。
【申込み・問合せ】県立鹿島養護学校 (菊池)
　　　　　　　　　TEL.0299-82-7700
　　　　　　　　　FAX.0299-84-1576

鹿行広域事務組合

消防吏員採用試験

【受験資格】昭和59年4月2日～平成3年4月1日までに
　　　　　　生まれた者
【１次試験】9月21日(日)【採用予定】若干名
【受付期間】7月16日(水)～8月16日(土)まで
【申込方法】鹿行広域消防本部又は管内の各消防署で
　　　　　　配布する受験申込書に記入のうえ、直接
　　　　　　持参してください。
【問 合 せ】鹿行広域消防本部総務課　℡.0291-34-2119
            潮来消防署　　　 　　　℡.63-0119

茨城県警察官採用試験(第２回)

◎警察官A
【受験資格】昭和54年4月2日以降生まれた人で、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21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

◎警察官B
【受験資格】昭和54年4月2日から平成3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

【受付期間】7月1日(火)～8月18日(月）
【１次試験】9月21日(日)
【問 合 せ】茨城県警察本部警務課 ℡.0120-314058
　　　　　　行方警察署警務課　　 ℡.0299-72-0110

裁判所事務官Ⅲ種試験

【受験資格】昭和62年4月2日～平成3年4月1日までに
　　　　　　生まれた者
【１次試験】9月14日(日)
【受付期間】7月15日(火)～7月23日(水)消印有効
【問 合 せ】水戸地方裁判所事務局 総務課人事第一係
　　　　　　℡.029-224-8421

教 室 ・ 講 座 な ど

採 用 試 験 な ど

そ　　　の　　　他

9月23日(火)
霞ヶ浦駐屯地

8月1日～9月10日

3月下旬～4月上旬

航空学生（海上・航空）一般曹候補生種　　別 ２等陸・海・空士

9月20日(土)
勝田・霞ヶ浦駐屯地

9月19日(金)・21(日)男子
勝田・霞ヶ浦駐屯地

9月29日(月)男子
古河駐屯地

9月28日(日)女子
霞ヶ浦駐屯地

受付期間

入隊時期

応募資格

試 験 日
　

及び会場

初任給：159,500円(採用時の給与は、学歴・経歴等により異なります。)
期末・勤勉手当　年2回　4.5ヶ月（H19年度）

自衛隊茨城地方連絡部　百里分駐所 ℡.0299-52-1366　
ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

問 合 せ

給 与 等

18歳以上27歳未満
（H21.4.1現在）

18歳以上27歳未満
（H21.4.1現在）

高卒(見込含)以上21歳未満
（H21.4.1現在）

 8月1日～9月10日

3月下旬～4月上旬翌年3月下旬～4月上旬

男子:年間を通して受付
女子:8月1日～9月10日

自衛官募集
募　　集


