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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成20年度 第13号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

長寿(後期高齢者)医療制度・国民健康保険の保険料(税)
年金からのお支払いのお知らせ

≪長寿(後期高齢者)医療制度≫
◎1人当たり定額の保険料が7割軽減されていた方で、8月
まで年金からお支払い頂いた方は、10月以降、年金か
らのお支払いはありません。納付書等によりお支払い
頂いている方の保険料も、同程度軽減されます。

◎保険料は、お支払いの手間をおかけしないよう、原則
として年金からお支払い頂くこととしています。

　次の方は10月から年金からのお支払いに替わります。
①被用者保険の被保険者であった方(納付書等によるお
支払いから、年金からのお支払いに替わります）

②被用者保険の被扶養者であった方
　(初めて保険料をご負担いただくため、4月から9月まで
は保険料の負担がありませんでした。10月から本来の
保険料額の9割は軽減され、1割のご負担となります)

※ただし、次のいずれかに該当する方は年金からのお支
払いではなく、納付書等でお支払い頂くこととなります。

①年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
②介護保険の保険料と長寿医療制度の保険料の合計額が、

年金額の1/2を超える方
　長寿(後期高齢者)医療制度・国民健康保険の保険料(税)
の年金からのお支払いは、多くの場合口座振替へ切り
替えることができます。まだ手続きがお済みでない方
は、11月末日までに手続きいただければ、2月のお支払
いから口座振替にできます。

◎世帯主又は配偶者名義の口座からの振替にすることに
より、世帯としての所得税・住民税の負担が軽減され
る場合があります。

【問合せ】潮来市市民課 ℡.63-1111 内線134

平成21年Ā新成人のつどいāを開催します
【日　時】平成21年1月11日(日)
　　　　　開会　午前10時30分(受付10時)
【場　所】中央公民館 大ホール(日の出3-11)
【参加者】新成人該当者
　　　　　(昭和63年4月2日～平成元年4月1日生まれの方)
※該当者の方には、11月中旬に案内状を発送予定です。
※就職や進学のために転出し、現在、潮来市に住民登録
　のない方で出席を希望する方は、10月31日(金)までに
　各公民館(中央、潮来、津知、延方、大生原、牛堀)に
　ご来館のうえ、申込書の提出をお願い致します。
　ご家族の方による代理でも結構です。
【問合せ】中央公民館　℡.66-0660

乳がん予防講演会

【日　時】10月28日(火)午後2時30分～5時
　　　　　(受付2時10分～)
【場　所】潮来保健所
【講　演】Ā乳がんからあなたの命を守るためにā
【講　師】鹿島労災病院 副院長 徳元 伸行氏
【その他】ビデオ及び実習Ā乳がんの自己検診法についてā
【対象者】一般県民(先着約70名)
【参加費】無料　【申込締切】10月24日(金)
【申・問】潮来保健所 健康増進課　℡.66-2118

地域ケアシステム講演会

演劇で知る認知症ケア

【日　時】11月2日(日) 午後1時30分～3時30分

【講　演】認知症ケア研究所 代表理事 六角 遼子氏
【演　劇】『劇団いくり』による寸劇
【場　所】潮来公民館（潮来456-1）
【定　員】250名(入場無料)
※事前申込みにより、定員になり次第締め切り。
【申・問】潮来市社会福祉協議会
　　　　　℡.63-1296　FAX.63-1265

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

講　　　　演　　　　会

大好きいばらき就職面接会(参加費無料) 平成21年3月卒業予定者等対象:◎10月28日(火)三の丸ホテル(水戸市三の丸2-1-1)　◎10月30日(木)ホテルグランド東雲(つくば市小野崎488-1)【問合せ】茨城県労働政策課 ℡.029-301-3645

売払価格単価 ㎡当り
地 積

 ㎡ 用地地域土地の所在
物 件

番 号

①　　 潮来市日の出二丁目８－９    ４４８    18,000円     8,060,000円    第一種低層

②　　 潮来市日の出二丁目８－１８　４７４    19,000円     9,010,000円        〃

市有地の売払いについて
　潮来市では、下記物件の市有地を売払いますので、物件内容の確

認や現場見学を希望される方はご連絡ください。

　公募期間を定めずに申込みがあり次第、その都度審査を行い、売

払い者が決定した時点で公募を締め切りとさせて頂きます。

【受付開始】10月14日(火)

【受付時間】午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く)

【問 合 せ】(財)潮来市開発公社 吉川、遠矢

　　　　　　TEL.63-1111 内線217・218 FAX.80-1100

中央幹線 至潮来ＩＣ

日の出二丁目
市営アパート

日の出一丁目
県営アパート

公園

物件①
物件②

平成２１年度 保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集

■入園料等

※他に教材費等がかかります。
※平成20年度に納入する市民税の課税額によって、
保育料　減免の措置があります。

■預かり保育

①預かり保育とは
　降園後、家庭で保育をする方がいない園児に対
して午後５時まで幼稚園で預かります。

②預かり保育料

③その他
　春・夏・冬季休業中は実施いたしません。なお、帰り
のバス及びタクシーはありません。各自で迎えをお願
いします。臨時保育（保育料日額200円）も行っています。

うしぼり幼稚園

延方幼稚園 潮来市小泉2090
６６－２５３３

2年保育
4歳児　35名
5歳児　 3名

潮来市堀之内984-1
６４－５７６６

2年保育 4歳児　35名
5歳児　 2名

平成２１年度

市立幼稚園・保育所(園)入所園児募集に

ついてのお問合せ先

潮来市 社会福祉課 子育て支援室

℡.63-1111　内線385・386

　　 施設名　　　　 住所・電話　　定員　 募集見込　 受入年齢

市立潮来保育所
　　潮来471　　　　 

90　  30　  １歳～５歳
　　　　　　　　　６２－３４３８

市立大洲保育所
　　大洲522-1　　　 

60　  20　    ５歳～
　　　　　　　　　６６－２３４９

私立スサキ保育園
　洲崎3861-3　　　

90　  25　   ３ヶ月～
　　　　　　　　　６６－３５８４

私立白帆保育園
　　大生1106-4　　　

60　  15　   産休明～
　　　　　　　　　６７－５６２０

私立日の出保育園
　日の出7-15-18　 

90　  30　   ６ヵ月～
　　　　　　　　　６６－１１３３

私立牛堀保育園
　　上戸1899　　　　

70　  15　   産休明～
　　　　　　　　　６４－２３３７

私立かすみ保育園
　永山742-1　　　 

60　  20　   産休明～
　　　　　　　　　６４－５０８２

私立認定こども園

慈母保育園
日の出4-7
６６－０６２４

20 13 8ヶ月～2歳

              
　　須賀南135 　　　

80　  25　   産休明～
　　　　　　  　　６６－０７４４

私立認定こども園

小羊保育園

■入園資格
　潮来市内に在住する４・５歳児
　４歳児(平成16年4月2日～平成17年4月1日生)
　５歳児(平成15年4月2日～平成16年4月1日生)

■申込について
①申込書配布場所　
　市社会福祉課(福祉事務所内)、牛堀出張所
　各幼稚園
②申込書提出場所
　入園を希望される幼稚園へ直接提出してください。
③申込期間
　11月4日(火)～11月14日(金)(8ă9日除く)
④その他　　　　
　入園申込者が各幼稚園の募集定員を超えた時は、
11月25日(火)に各幼稚園にて抽選を行います。(抽
選を行う場合は後日通知します)

■送迎について
　延方幼稚園はバス、うしぼり幼稚園はタクシーを利
用します。送迎地区は幼稚園によって異なりますの
で、お問合せください。

■入所（園）基準 
　保護者や同居している家族が、次のいずれかに該
当し、お子さんの保育ができない場合。
●会社など勤めに出ている方
●自営業をしている方　　
●出産前後の方
●病気やけが等により療養中の方
●長期にわたり疾病の状態にある同居の家族を常
時　介護している方
■申込について
①申込書配布場所
　市社会福祉課 (福祉事務所内 )、牛堀出張所
　各保育所 (園 )
②申込書提出場所
　上記の配布場所と同じ。( 慈母保育園及び小羊保育
園については、直接保育園にお申込みください。)
③申込期間
　11月17日(月)～11月28日(金)※先着順ではありま
せん。
　(慈母保育園・小羊保育園は、11月4日(火)から受付)
④提出書類
　保育所入所申込書、両親の就労証明書 (自営の方
は営業されていることのわかる資料)、母子手帳(出
産の場合 )、医師の診断書等
■保育料
　保育料については、お子さんの年齢と保護者の前
年分所得税 ( 所得税が非課税の場合は前年度分市
民税 )の両親合計額に基づき決定します。

午後2時～3時　午後2時～4時　午後2時～5時

  600円／月 　  1,200円／月   1,800円／月
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※募集人数については、一部事情により変更する
　ことがあります。



　　　　平成21年度私立幼稚園 園児募集私立幼稚園 園児募集
◎潮来幼稚園(潮来266-1)《保育年数：3年》
【電話番号】℡.62-2437
【募集人員】3歳児：15名　4歳児：10名
　　　　　　5歳児：10名
【保育時間】午前8時30分～午後2時(延長午後6時まで)
【申込受付】11月4日(火)～11月18日(火)
【入 園 料】40,000円
【保 育 料】月額17,000円（設備費・教材費含む）
【そ の 他】絵本代・給食費等は実費

◎慈母幼稚園(日の出4-7)《保育年数：3年》
【電話番号】℡.66-0624
【募集人員】3歳児：20名　4歳児：20名
　　　　　　5歳児：20名
【保育時間】午前8時30分～午後3時30分
　　　　　　(延長 午前7時20分から、午後6時30分まで)
【申込受付】11月4日(火）～11月13日(木)
【入 園 料】45,000円
【保 育 料】月額20,000円（教材費・おやつ代含む）
【そ の 他】施設費・バス代・給食費等実費

◎小羊幼稚園(須賀南135)《保育年数：3年》
　(平成21年4月1日開園予定)
【電話番号】℡.66-0744
【募集人数】3歳児～5歳児：合計20名
【保育時間】午前8時～午後4時
　　　　　　(延長 午前7時から、午後7時まで）
【申込受付】11月1日(土)～11月28日(金)
【入 園 料】35,000円
【保 育 料】月額16,000円（教材費含む）
【そ の 他】施設費・給食費等は実費
※私立幼稚園については、所得に応じて市より就園奨
　励費(補助金)が交付されます。
※入園について、詳細は各幼稚園にお問合せください。 

2009年度 鹿島アントラーズサッカースクール

  (ジュニアユース<中学生>)生徒募集及び選考会

◎ジュニアユース(15才未満)
　(鹿島校・ノルテ校・つくば校)
【募集人員】新中学1年生　各校約18名
【申込締切】10月27日(月)
【選 考 会】11月1日(土)受付午前8時30分～9時
【受付場所】鹿島ハイツ(鹿嶋市田野辺659)(雨天決行)
【選考会場】鹿島ハイツスポーツプラザ2・3・4番ピッチ
【持 参 品】サッカーのできる服装・スパイク(人工
　　　　　　芝使用の為固定式スパイク）
【選考会参加費】3,000円
※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】ジュニアユース鹿島
　　　　　　℡.0299-84-6815(森島 ℡.080-5538-4363)
　　　　　　ジュニアユースノルテ
　　　　　　℡.0294-27-1555(小笠原 ℡.080-5547-0784)
　　　　　　ジュニアユースつくば
　　　　　　℡.0294-84-6815(上田原 ℡.090-3692-7832)

水郷県民の森からお知らせ
◎きのこ勉強会
【日　時】10月18日(土)　午前10時から約2時間
【集　合】水郷県民の森　ビジターセンター
【人　数】20名  【持ち物】飲み物
【講　師】岡崎 勝美氏

◎第1回　秋の山野草展(潮来山野草の会)
【日　時】10月18日(土)・19日(日)午前9時～午後4時30分
【場　所】水郷県民の森ビジターセンター内
【内　容】野にある草や花、実などつい見過ごしてし
　　　　　まっている植物を作品にしました。

◎体験学習　手づくり教室
【日　程】10月19日(日)
【集　合】水郷県民の森　ビジターセンター
【内　容】かごづくり  【参加料】300円
【講　師】井田 佑子氏
【問合せ】水郷県民の森管理事務所　℡.64-6420

図書館からお知らせ

◎ハロウィンおはなし会拡大版(うしぼりおはなし会)
【日　時】10月19日(日)午後2時～3時
【内　容】Āハロウィンってなあに？āĀかぼちゃスープā
　　　　　Āおおきなおおきなおいもāほか

◎簡単！手作りブックカバー教室開催
【日　時】10月25日(土)午後2時～3時
【募　集】幼稚園・保育園の年長組、小学生の親子　
　　　　　(先着15組)(小学3年生以上は1人で参加可)
【準備品】本1冊【材料代】200円(当日持参）
※申込みは、カウンター・電話・FAXにて。
◆10月から月曜日が祝日のときは開館します。その翌
　日が休館となります。
　平成20年度開館日:10月13日、11月3日、11月24日、
　　　　　　　　　　1月12日
【申・問】図書館　℡.80-3311 FAX.64-5880

航空観閲式に伴う騒音について

　百里基地では、航空観閲式を実施することになり
ました。当日及び事前飛行訓練中は、騒音等により大
変ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。
【開催日】10月19日(日)
※航空観閲式当日は、招待者以外は入場できません。
【問合せ】航空自衛隊百里基地渉外室 ℡.0299-52-1331

医療・介護なんでも電話相談(相談無料)

【日　　時】10月25日(土)午後1時～4時
【電話番号】℡.029-228-0600　℡.029-228-0602
【回 答 者】ėďĭĦĚļĊĎ、ėĎěĺĎĔĎ等
【問 合 せ】茨城県社会保障推進協議会(担当 高橋)
　　　　　　℡.029-823-7930

鹿行広域事務組合 職員採用試験
【採用予定】一般事務1名
【試 験 日】平成21年1月18日(日)
【受験資格】昭和58年4月2日～平成3年4月1日生まれの者
【申込期間】10月28日(火)～11月28日(金)
※申込書は下記で配布。詳しくはお問合せください。
【申 ・ 問】鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎分庁舎3階
　　　　　　鹿行広域事務組合事務局 ℡.0291-33-5023

茨城県立霞ヶ浦聾学校 学校公開
【日　時】11月7日(金)午前9時20分～12時20分
【場　所】茨城県立霞ヶ浦聾学校(阿見町上長3-2)
【内　容】授業公開・施設公開
【対　象】本校学区内に居住する方々、学校等の関係
　　　　　機関職員の方など
【申込み】10月24日(金)までにĪąčĖěにて下記まで。
【問合せ】茨城県立霞ヶ浦聾学校(杉浦・岡田・大窪)
　　　　　℡.029-889-1555　FAX.029-889-2413

広報いたこ情報版　10月12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）

水郷潮来クロスカントリー
参加者募集

　自然豊かな林間コースと県内唯一のクロスカントリー

をぜひ体験してください。

【期　　日】12月14日(日)(小雨決行)

　　　　　　午前9時～

【会　　場】水郷県民の森　野外活動広場　

【参加対象】小学生以上のアマチュア競技者で健康に

　　　　　　自信のある方

【参 加 費】高校生以上一般:1,000円

　　　　　　市内小・中学生:  200円

　　　　　　市外小・中学生:  500円

【種　　目】

☆小学1・2・3・4年生 男子・女子の部：1,000m

☆小学5・6年生 男子・女子の部：1,600m

☆中学生 男子・女子の部：3,500m

☆一般・高校生 男子・女子の部：7,700m

※申込後の参加料は返金いたしません。

【申込方法】申込書に必要事項を記載のうえ、参加費

　　　　　　を添えて、郵便振込にて申込みください。

　　　　　　（当日参加受付はいたしません。）

【申込締切】11月14日（金）消印有効

【問 合 せ】潮来市教育委員会 生涯学習課内

　　　　　　水郷潮来クロスカントリー事務局

　　　　　　℡.64-2611 内線642・643

押し花体験
～花たちとの触れ合い～

　かわいい花たちの押し花で、あなただけのオリジナ
ルウッドプレートを作ってみませんか？

キッズや愛犬などの写真をお持ちになってもOKです。

【日　時】10月18日(土)・19日(日)

　　　　　午前10時～午後3時

【体験料】900円（材料費のみ）

　　　　　各日10名限定

【問合せ】潮来ふるさと館

　　　　　℡.62-2336

　　　　　(月曜休館、月曜が祝日の場合は翌日休館)

さつまいも掘り体験

【日　時】10月18日(土)午前9時30分～11時

　　　　　(雨天時翌日)

【場　所】潮来市古高 古高大師境内

　　　　　(私有地のため安全です)

【対　象】子どもとその保護者(申込み順 10名)

【持ち物】汚れてもよい服装、飲み物、ビニール袋

【問合せ】NPO いたこ子育て支援センター

　　　　　代表　松崎ちか　℡.66-0125

募　　　　　　　　　集 そ　　　の　　　他

催　　し　　物　　な　　ど

区に加入しましょう！
　区は、地域に住む人たちが親睦や交流を深めることによって連帯感を培い、支え合い助け合いながら、より住
みやすい豊かな地域づくりのために自主的に活動されている任意団体です。市内では66の区があります。
　地域住民組織として地域に住む人たちの交流や親睦を深め、防災・防犯・お祭り・レクリエーション・福祉・
環境美化などさまざまな活動を行っています。地域での連帯感を高め安全で安心な楽しいまちをつくるために、
積極的に区に加入しましょう。

◎区では、より住みやすい豊かな地域づくりのために、日常生活に密着した次のような活動が行われています。
◆自主防災:災害時に備えた自主防災組織の運営、防災訓練など
◆防犯・交通安全:防犯パトロールや防犯灯の維持管理、交通危険箇所の点検など
◆文化・レクリエーション:夏祭り、盆踊り、地区運動会など
◆福祉活動:赤い羽根共同募金、日本赤十字社社資等の募金活動など
◆環境美化:ごみ集積所の管理や資源回収の実施、町内清掃など
◆情報提供:市や学校、各種団体からのお知らせの回覧、書類の配布等の情報提供

◎区の必要性
　日頃から、ご近所で顔の見える関係をつくることで、災害時などに「○○さんがいない！」というようなお互
いの確認、助け合いに役立ちます。このように安全で安心な環境は地域での活動が基本となっています。自分の
ライフスタイルに合わせた気軽な付き合いから始め、協力しあえる関係を作ることが重要です。

◎区に加入するには:下記へお問合せください。お住まいの区の連絡先等をご案内します。
【問合せ】潮来市総務課 人事行政グループ　℡.63-1111　内線222～224


