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年金から差し引いて
後期高齢者医療保険料を

納付している方へ

◎年金からの特別徴収が口座振替に変更できます

　年金受給者の後期高齢者医療保険料については、4月

より年金から差し引いて納付されていますが、次の要

件のいづれかを満たす方は、口座振替により納めること

ができます。

要件①：国民健康保険の被保険者であった世帯主の方

　　　　で、過去2年間の国民健康保険税に滞納がな

　　　　い場合→ご本人の口座から振替が可能。

要件②：ご本人の前年の年金収入額が180万円未満で

　　　　連帯納付義務者(配偶者や世帯主)がいる場合

　　　　→連帯納付義務者の口座からの振替が可能。

【手続き】通帳と届出印を持参のうえ、下記まで。

※9月末日までに手続きした方は、12月分の年金から

　口座振替に切り替わります。

【問合せ】潮来市市民課 国保年金グループ

　　　　　℡.63-1111　内線134・135

公的個人認証サービス
ご利用の方へ

　システムプログラム更新作業のため、下記のサービ
ス利用が出来なくなりますので、ご了承ください。
◎市民課窓口における電子証明書発行／失効サービス
　＜利用できない日：9月22日(月)＞

◎オンライン窓口におけるオンライン失効及び有効性確認
　＜利用できない日：9月19日(金)～9月22日(月)＞

◎官職証明書検証サービス　
※9月24日(水)以降に電子証明書を取得された方のみ
　＜利用できない日：9月24日(水)～10月12日(日)＞
【問合せ】潮来市市民課　市民グループ
　　　　　℡.63-1111 内線112～115

あき地に繁茂した
雑草除去のお願い

　あき地となっている土地に雑草が繁茂している場所
が市内にたくさんあります。雑草をそのまま放置して
おくと、火災や犯罪の発生、交差点の近くなどは交通
事故を引き起こす原因にもなります。
　土地所有者自身の責任において、雑草の除去を実施
していただくようお願いいたします。
【問合せ】潮来市環境課 ℡.63-1111

住宅・土地統計調査への
ご協力をお願いします

◎10月1日を基準日として、全国で住宅・土地統計調査
　を実施します。
　調査の対象となられたお宅には、9月下旬から知事
が任命した調査員が身分証を携行しお伺いしますので
調査票への積極的なご記入をお願いいたします。
【調査対象】無作為に抽出された、全国約350万世帯
　　　　　　(市内約1,500世帯)
【目　　的】住宅・土地の現状を明らかにし、住生活
　　　　　　関連施策の基礎資料となります。
※調査した内容は、統計を作るためのみに使用するも
　ので、その他の目的に使用することは法律で固く禁
　じられています。
【問 合 せ】潮来市企画財政課 
　　　　　　℡.63-1111 内線214

東京都市圏パーソントリップ調査に
ご協力をお願いします

　茨城県では、人の１日の移動を把握し、暮らしやす
いまちづくりの検討を進めるため、９月末～１１月に
かけて交通に関する調査を実施いたします。対象とさ
せていただくご家庭には調査票をお送りいたしますの
で、本調査へのご協力をお願いいたします。
【問合せ】茨城県土木部都市局 都市計画課　
　　　　　℡.029-301-4579(川野・高橋)

10月1日から
NHK放送受信料の免除基準が変わります

　下記に該当する場合、申請によりNHK放送受信料が
免除されます。必要書類を市介護福祉課で交付します。
【全額免除】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
　　　　　　保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で
　　　　　　かつ世帯構成員全員が市町村民税(住民
　　　　　　税)非課税の場合。
【半額免除】・視覚・聴覚障害者が世帯主の場合。
　　　　　　・重度の障害者が世帯主の場合。
※重度の障害者(身体障害者手帳1～2級の方、療育手
　　　　　　　 帳Ａ・Ａの方、精神障害者保健福祉
　　　　　　　 手帳１級の方、戦傷病者手帳特別項
　　　　　　　 症から第１款症の方）
※申請時必要な物：各種手帳・印鑑
【問 合 せ】潮来市介護福祉課　障害福祉グループ
　　　　　　℡.63-1111 内線389ă393

図書館からお知らせ

◎9月29日(月)～10月8日(水)の間は、特別館内整理日

　のため休館となります。そのため、9月23日(火)～

　9月28日(日)は、貸出冊数を増やします。

　(図書20冊、雑誌5点、視聴覚5点)

※10月から、月曜日が国民の祝日のときは開館します。

　(その翌日は休館)詳しくは下記へお問合せください。

【問合せ】図書館 ℡.80-3311

ＡＮＡＫ(アナク)5周年フォーラム

　ANAK(アナク)は、薬物依存症者を抱える家族等
の会です。1人で悩まずご参加ください。

【日　時】10月5日(日)午前10時～午後5時

　　　　　　　　　　(受付午前9時30分～)

【場　所】住金人材開発センター(鹿嶋市光953-16)

【内　容】・講演：アーサーホーランド氏(不良牧師)

　　　　　　　　 稲村 厚氏(司法書士)

　　　　　　　　 岩井 喜代仁氏(茨城ダルク代表)

※その他、本人・家族の体験談等

【参加費】1,000円(資料、昼食代)

【問合せ】アナク事務局　℡.090-3215-7850

第8回 潮来市民ゴルフ大会
参加者募集

【開 催 日】10月23日(木)
【会　　場】潮来カントリー倶楽部
【募集人員】200名（先着順）※同時コンペもOK
【参 加 費】◎キャディ付(歩き):13,500円(税込)
　　　　　　　　(3バックの場合は＋210円別途)
　　　　　　◎乗用カートセルフ:11,000円(税込)
　　　　　　　乗用カートをご希望の方は、必ず事

前に申込んでください。
　　　　　　　ĀIN⇒南āの16組限定となります。
(申込金・プレー費・賞品・参加賞・昼食・パーティー代
を含む)
【参加資格】潮来市民及び市内に勤務されている方
【申込期間】10月7日(火)まで
【受付場所】①潮来市役所　総務課(辻626)　　
　　　　　　　℡.63-1111 内線221/222
　　　　　　②潮来市教育委員会 生涯学習課(牛堀17)
　　　　　　　℡.64-2611 内線642/643 FAX.64-5959
　　　　　　③潮来グリーンランドゴルフ練習場
　　　　　　　℡.64-6184

※電話での申込み及び仮予約は一切行いません。

◎組合せ発表：10月15日(水)に潮来市役所・牛堀出張

所・各地区公民館・潮来グリーンラ

ンドゴルフ練習場で配布します。

　　　　　　 組合せ決定後の申込み・変更不可。

【問 合 せ】上記②教育委員会までお願いします。

第1回 水郷県民の森音楽祭

【日　時】10月5日(日) 午前10時～午後3時

【場　所】水郷県民の森
【出　演】潮来二中、牛堀中、潮来ギターアンサンブル、

スウィートサウンズ、カントリーパンプキン
ズ、住友金属吹奏楽団、インフォレスト

※入場無料・雨天中止
※飲み物・昼食は各自ご用意ください。
【主　催】潮来県民の森音楽祭事務局
【後　援】潮来市・潮来市教育委員会
【問合せ】神森 響
　　　　　℡.080-3098-3253

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

相　　　　　　　　談

そ　　　　の　　　　他

こころの健康相談(相談無料、秘密厳守)

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の
認知症等について専門医が相談に応じます。
【日　　時】10月6日(月)午後1時30分～2時30分
【場　　所】かすみ保健福祉センター
【申 込 み】下記まで電話又は直接窓口で予約
【問 合 せ】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉ĜĻĞĎ)
　　　　　　℡.64-5240

献血のお知らせ

　現在、全国的に輸血用の血液が不足しています。
皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
【期　日】9月29日(月)午前10時～午後3時30分
　　　　　(正午～午後1時は休み）
【場　所】ホームジョイ本田 潮来店（駐車場）
【協　力】潮来ライオンズクラブ・ホームジョイ本田
【問合せ】潮来市健康増進課 ℡.64-5240

こころの健康セミナー

【日　時】9月30日(火)午後1時30分～4時
【場　所】鹿島の里 訪問看護ステーション
　　　　　(鹿嶋市平井1129)
【演　題】Ā病気(統合失調症)の理解と治療についてā
【講　師】高浜 浩輔医師(鹿島病院副委員長)
【申・問】潮来保健所 保健指導課　℡.66-2174

人工肛門・人工膀胱保有者のための
オストミー講習会

【日　　時】10月5日(日)午前10時～午後3時
【場　　所】水戸市福祉ĬļĵĻġĆď会館(水戸市赤塚1-1)
【講　　師】中田 公美氏(県立中央病院　皮膚・排泄 
　　　　　　　　　　　　ケア認定看護師)
※その他、ストーマ用装具展示・説明
【参 加 費】無料【申込期限】10月1日(水)
【申 込 み】(社)日本オストミー協会茨城県支部
　　　　　　中部地区センター長 弓削 和夫　
　　　　　　℡.029-241-8290
【問 合 せ】藤元 広　TEL/FAX.0297-66-6255

自 衛 官 募 集

◎防衛大学校:高卒(見込含)21歳未満の者
【１次試験】11月15日(土)・16日(日)

◎防衛医科大学校:高卒(見込含)21歳未満の者
【１次試験】11月1日(土)・2日(日)

◎看護学生:高卒(見込含)24歳未満の者
【１次試験】10月25日(土)

【受付期間】9月8日(月)～9月30日(火)まで
【問 合 せ】自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所
　　　　　　℡.0299-52-1366　

『日本の四季・風景写真展』【期　間】9月17日(水)～9月28日(日)【内　容】写真展示【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113
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□軟 式 野 球、ソフトボール

■日　時　１０月７日 ( 火）午後７時

□バレーボール、バスケットボール

サッカー、ソフトバレーボール

■日　時　１０月１５日（水）午後７時

■場　所　潮来市立中央公民館

　　　　　(日の出3-11)

☆組み合わせ抽選・ルールの申し合わせ

などを行いますÿ

☆会議に欠席の場合はĂ失格となります

ので注意してくださいÿ

☆申し込みはĂ締め切りまでに必ず済ま

せてください。

◎キャプテン会議を行わない種目につい

ては当日定刻までに会場に集合し、競

技ルールの説明と組み合わせ抽選を行

いますÿ

■集合・競技開始時間

　８時３０分集合 ９時３０分競技開始

■参加資格                                        　

　潮来市に居住もしくは職場を有する者としĂその他については種目

毎に定めるÿ                           

■申込方法

　団体種目：教育委員会所定の用紙で参加料を添えて直接申し込む。

　個人種目：電話で申し込むÿ( 個人種目の参加料は大会当日支払うÿ)

■申 込 先

　潮来市教育委員会 生涯学習課（牛堀出張所）

　℡.６４－２６１１　内線 642ă643

■申込締切

　１０月１０日 (金 ) 午後５時まで                     

　 ・軟式野球、ソフトボールは、１０月　６日（月）午後５時まで

 　・歩け歩け会は、１０月１７日（金）午後５時まで 

　  　

■参 加 料

　団体種目：１チーム　2,000 円（小ă中学生は無料）　　　

　個人種目：１人　200 円

　（小ă中学生は無料。インディアカ、テニス、歩け歩け会は別途徴収）

■屋外競技の態度決定

　各競技日の午前７時 潮来市立中央公民館にて ℡.６６－０６６０

■期　　日／１０月１２日(日)・１９日(日) 

　　　　　　予備日１１月３０日(日)

　　　　　 (参加チーム数Ăグラウンドの都合により日程・

会場の変更がありますÿ) 

■会　　場／日の出・前川グラウンド 他 

■チーム編成／職場・グループ・各種団体などで編成し、学生・

生徒は除くÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ 

　　　　　　(2)１チームの選手は９名以上とするÿ　　

■試合方法／トーナメント戦とする

■競技規則／２００８オフィシャル・ソフトボールルール

　　　　　　(ＤＰルールとリエントリーを除く)

■期　　日／１０月１２日(日)・１９日(日)・１１月９日(日) 

　　　　　　予備日１１月１６日(日)

■会　　場／かすみの郷公園  

■チーム編成／職場・グループ・各種団体などで編成し、学生・

生徒は除くÿ              

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ                 

　　　　　　(2)１チームの選手は２５名以内とするÿ

　　　　　　(3)試合球はĂ新Ａ号とするÿ　　　　            

■試合方法／トーナメント戦とするÿ 

■競技規則／日本軟式野球連盟規則及び潮来市軟式野球大

会注意事項によるÿ

　　　　　 但しĂグラウンドルールについてはĂ キャプテ

ン会議の際決定するÿ

■期　　日／１０月１９日(日)　予備日１１月９日(日) 

■会　　場／前川グラウンド  　　　　　              

■チーム編成／職場・グループ・各種団体などで編成し、学生・

生徒は除く　　　　　           

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

　　　　　　(2)１チームの選手は２０名以内とするÿ

　　　　　　(3)試合球はĂサッカーボール５号とするÿ 

　　　　　　(参加チーム持参のこと)

■試合方法／前半３０分Ă後半３０分のトーナメント戦ÿ           

■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずるÿ

■期　　日／１０月１９日(日) 

■会　　場／潮来第二中学校 体育館

■チーム編成／一般男女４名以上６名以内（年齢制限なし）

■諸 注 意／(1)試合は１チーム男女２名ずつの混合で行う。

 (2)男子に代わって女子が出場しても差し支えな

い。

 (3)先着２４チームで締め切り

■試合方法／予選リーグの後、決勝トーナメントÿ 

■期　　日／１０月１９日(日)                       

■会　　場／中央公民館体育室・日の出小体育館    

■チーム編成／一般男子・女子・ママさんバレーの３種目とし、

学生・生徒は除くÿ但しĂ男子の部に女子を加

えて編成してもさしつかえないÿ                  

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ 

　　　　　　(2)１チームの選手は１５名以内とするÿ 

　　　　　　(3)試合球はĂ一般男子・女子は５号Ăママさん

は４号の検定球とするÿ   

■競技方法／一般男子・女子はリーグ戦ÿ           

　　　　　　ママさんバレーはチーム数によりĂリーグ戦も

しくはトーナメント戦とするÿ  

■競技規則／日本バレーボール協会 

　　　　　　バレーボール９人制競技規則による。

■期　　日／１０月１９日(日)     

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校Ă一般の男女

■競技方法／初級・上級の部に分けĂ男子・女子ダブルス・

混合ダブルスとするÿ

■競技規則／日本バドミントン協会規則に準ずるÿ  

■諸 注 意／参加申込みはペアを組んで申込むことÿ

■期　　日／１０月１９日(日) 

■会　　場／潮来第一中学校 体育館

■チーム編成／職場・グループ・各種団体の男女とするÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ 

　　　　　　(2)１チームの選手は１２名以内とするÿ 監督、

マネージャーのいるチームは、１５名とす

るÿ

　　　　　　(3)試合球は男子７号、女子６号とするÿ

■競技方法／トーナメント戦とするÿ

■競技規則／日本バスケットボール連盟規則によるÿ

■期　　日／１１月２３日（日）    

■会　　場／延方小学校 体育館                  

■参 加 者／小学４年生以上の男女

■競技方法／参加チーム数によりリーグ戦もしくは、トー

ナメント戦とするÿ

■諸 注 意／４人以上のチームで申し込むÿ

　　　　　（１人でも参加できます）

■競技規則／日本インディアカ協会規則に準ずるÿ 

　　　　　　チーム編成は男女混合又は女性のみÿ

　　　　　 (一部ローカルルール採用)

■参 加 料／１チーム１,０００円  個人３００円

　　　　　　(但し、小・中学生は無料)

■期　　日／１０月１９日(日)        

■会　　場／中央公民館 大ホール       

■参 加 者／小学生・中学生・高校生・一般 

■競技方法／小学生男女・中学生学年別男女・高校生男女・

に分けĂ個人戦のĢĎģİĻĢ戦とする。一般男女は

シングルス・ダブルスのいずれかに参加申し込

み、トーナメント戦を行う。

■競技規則／全日本卓球連盟規則による

■諸 注 意／(1)ユニホームは上下共白色の使用は禁止する。

 (2)学校としての参加申込は学年別男女ランキ

ング順位に記名提出する。

■期　　日／１０月１９日(日)

■会　　場／潮来第一中学校 格技場

■参 加 者／小学生ă中学生ă高校生ă一般の男女

■競技方法／小学ă中学ă一般(高校生を含む)の

 トーナメント戦(個人戦)

■競技規則／全日本剣道連盟規則によるÿ

■諸 注 意／参加者全員による練習会及び練習試合を行うÿ

■期　　日／１０月１９日(日) 

■会　　場／潮来高校 弓道場   

■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ 

■競技方法／中高生男女・一般に分け、

　　　　　　個人戦とするÿ

■競技種目／射詰の部(２射)・射込の部(１２射)

ソフトボール バレーボール(９人制)

卓　　　　球

剣　　　　道

弓　　　　道

バドミントン　

インディアカ

バスケットボール

サッカー

ソフトバレーボール　

軟式野球

■期　　日／１０月１９日(日)　予備日１１月９日(日)

■会　　場／日の出運動広場 テニスコート

■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ 

■競技方法／ダブルスで試合を行うÿ

■競技規則／日本テニス連盟規則によるÿ 

■諸 注 意／参加はペアで申し込むことÿ

■参 加 料／１人５００円

■期　　日／小中学生の部　１０月１１日(土)

　　　　　　一　　般の部　１０月２６日(日)

■会　　場／潮来高校テニスコート

■参 加 者／小学生以上の男女(一人でも参加可)

■競技方法／初級Ă中級Ă上級の３部門に分けてダブルスで

試合を行うÿ

■競技規則／日本ソフトテニス連盟規則によるÿ

■期　　日／１０月２６日(日)

■コ ー ス／長野方面

＊参加人数によってコースが変更になる場合があります。

■参 加 者／健康な方で約１０km(山道・林道有り)歩ける方

ならどなたでも参加できますÿ 

■集合場所／潮来市役所玄関前

　　　　　　午前５時集合(午前５時３０分出発)

■募集人員／４０名(定員になり次第締切Ăキャンセル待ちありÿ)

■参 加 料／大人５,０００円　小学生以下３,０００円

■参加申込／先着順による個人申し込みÿ

■そ の 他／昼食・飲物は参加者各自で用意することÿ

テ　ニ　ス

ソフトテニス

主　催　潮来市教育委員会ă潮来市体育協会

期　日 平成20年１０月１２日(日)～１１月３０日(日) 日曜日開催

Ｈ20 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ20 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ20 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ20 秋季市民スポーツ大会参加者募集

秋季市民スポーツ大会　申込方法

歩け歩け会

☆キャプテン会議☆

☆車でご来場の際はĂ必ず所定の駐車場に停めてくださいÿ☆車でご来場の際はĂ必ず所定の駐車場に停めてくださいÿ☆車でご来場の際はĂ必ず所定の駐車場に停めてくださいÿ


