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下水道メーター器(自家水・減算用)
交換のお知らせ

【期　　間】2月10日(火)～19日(木)
【場　　所】潮来・辻・延方・大生原・牛堀地区
【対　　象】8年以上経過したメーター器
【実施業者】潮来市下水道排水設備指定工事店
【お 願 い】不在の場合でも事前連絡の上、交換作業
　　　　　　を行わせていただきますので、ご了承願
　　　　　　います。
【問 合 せ】潮来市下水道課
　　　　　　℡.63-1111 内線325ă324

清掃大作戦のお知らせ

【日　時】3月1日(日)※荒天の時は3月8日(日)に延期
【場　所】市内全域
【内　容】市内全域の清掃並びに空き缶拾い
【注　意】旧指定袋(緑色の文字で書かれた白いゴミ
　　　　　袋)は、清掃大作戦用のゴミ袋ですので、
　　　　　日常のゴミ出しには利用できません。
【問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111 内線251～253

平成20年度分
電気式生ごみ処理機の補助金は終了しました

　補助を利用して電気式生ごみ処理機の購入を希望さ
れる方は、4月になってから環境課への事前問い合わ
せの上、ご購入願います。(3月までに購入された分は
対象になりませんのでご注意ください。)
　なお、平成20年度分の補助金について、コンポスト
及びＥＭ容器については若干の残りがあります。
【問合せ】潮来市環境課 環境対策グループ　
　　　　　℡.63-1111 内線251～253

平成21年度
小・中学校就学援助制度について

◎就学援助制度とは？
　経済的理由により就学が困難と認められる小中学校

の児童・生徒の保護者に対し、お子さまが安心して義

務教育を受けることができるように援助を行う制度です。

【対　　象】潮来市内に住所を有し、潮来市立及び他

　　　　　　の市町村立小中学校に就学させている

　　　　　　児童及び生徒の保護者で、認定基準(所

　　　　　　得基準等)に該当する方

【援助内容】給食費・学用品費・校外活動費・修学旅

　　　　　　行費・医療費など

【申請窓口】通学されている学校

※詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】潮来市学校教育課

　　　　　　℡.64-2611 内線614

平成21・22年度 学校給食用物資納入業者
「指名入札参加願い」受付

  潮来市立学校給食センターでは、平成21・22年度の

学校給食用物資納入業者Ā指名入札参加願いāを受け付

けしています。

【受付期限】2月27日(金)まで(土・日・祝日除く)

【受付時間】午前9時～午後4時

【受付場所】潮来市立学校給食センター

【提出書類】①指名入札参加願い(センターにあります)

            ②市町村税完納証明書

            ③保菌検査結果表の写し(最新のもの)

【問 合 せ】潮来市立学校給食センター

　　　　　　℡.63-0221

献血にご協力ください

【期　日】2月9日(月)午前10時～午後3時30分

　　　　　(午前11時45分～午後1時まで休憩)

【会　場】ホームジョイ本田　潮来店

【問合せ】潮来市健康増進課

　　　　　℡.64-5240

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

市税等滞納整理強化期間実施中！
３月３日まで

◇休日と夜間の納税相談を実施します。

　休日・夜間の納税相談を実施します。納税に関する

相談のほか市税等の納付も出来ます。

　Ā平日の日中は仕事で、納付や相談に行けないā、

Ā休みの日なら行けるāという方は、ぜひご利用ください。

◎休日納税相談

【実施日時】2月21日(土)・22日(日)

　　　　　　2月28日(土)・3月1日(日)

　　　　　　午前9時～午後4時

◎夜間納税相談

【実施日時】2月23日(月)～27日(金)

　　　　　　午後5時30分 ～ 7時30分

【実施場所】潮来市役所 １階収税課窓口

【問 合 せ】潮来市収税課 ℡.63-1111 内線127～130

2月はĀ相続登記はお済みですか月間ā
　2月の1ヶ月間、相続登記に関する相談を、県内各司

法書士事務所において無料で実施します。(土・日・

祝日除く)

　申込みは、各司法書士事務所まで。

【問合せ】茨城司法書士会 ℡.029-225-0111

相　　　　　　　　談

牛堀出張所 閉庁のお知らせ
〔窓口業務・教育委員会を移転します〕

　効率的な行政運営を進めるため、施設運営について検討を進めてきた結果、今年度をもって牛堀出張所を閉

庁いたします。出張所の窓口業務は、２月末をもって業務を停止し、みなさんのご利用の多い証明書の発行

（住民票・印鑑証明・戸籍謄抄本・税証明など）についてはĀかすみ保健福祉センターāにおいて、新たに業務

を開始します。取扱業務など、詳細につきましては、あらためてお知らせします。

　また、教育委員会については、３月まで牛堀出張所２階で業務を行い、４月より移転先での業務を開始します。

（学校教育課：本庁、生涯学習課：中央公民館）

　今後も市民のみなさんにご不便をおかけしないようサービス向上に努めてまいりますので、みなさまのご理

解・ご協力を賜りますようお願いいたします。また、開所以来、長きに渡りご利用していただきましたことを
深く御礼申し上げます。
【問合せ】潮来市総務課　℡.63-1111 内線232・233

第5回 Ｅ～クオリティー★カフェ(男女共同参画講座)

　テーマはĀチャレンジ！ā日本人初のアボリジニアート・

ディレクターとして、日々奮闘しているパワフルな

女性を講師に迎え楽しい講座を開催します。親子での

参加も歓迎です。

【日　　時】2月28日(土)午後1時30分～3時30分

【場　　所】ショッピングセンター アイモア

【講　　師】内田真弓さん

　　　　　　(アボリジニアート・ディレクター)

【募集人数】男女30名（中学生以上）

【託　　児】事前申込み（無料）

【申 ・ 問】潮来市秘書広聴課

　　　　　　℡.63-1111 内線208　FAX.80-1100

Ā裸足のアーティストに魅せられて
 　　　　　～砂漠で見つけた夢ā
Ā裸足のアーティストに魅せられて
 　　　　　～砂漠で見つけた夢ā
Ā裸足のアーティストに魅せられて
 　　　　　～砂漠で見つけた夢ā

潮来ふるさと館 ひなまつり展開催中 《期間》～3月3日(火)まで《問合せ》潮来ふるさと館　℡.62-2336

軽自動車税について
　軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者(割賦購入の場合は使用者)に課税されます。

4月2日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。

　なお軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などをしても、

税金は戻りません。

◆申告について
　軽自動車税は申告に基づいて
課税します。軽自動車等を購入
などで取得したり、譲渡や廃車
をした場合、または定置場、住所
を変更した場合はただちに申告
してください。
　申告手続きをしないと、軽自動
車税がいつまでも登録名義人に
課税されたり、納税通知書が届
かなかったり、思いもよらない
トラブルに巻き込まれてしまう
危険性もありますので、必ず手続
きをお願いします。

◆ナンバープレート（潮来市ナンバーの場合）
　紛失等により潮来市のナンバープレートを返却できない場合は、潮来市税条例第91条第8項に基づき、標識弁
償金200円をご負担いただきます。（平成21年4月より）なお、盗難で警察に届出している場合は、盗難届出年
月日、警察署名、受理番号をお知らせいただければ、弁償金は不要となります。
【問合せ】潮来市税務課 資産税グループ ℡.63-1111 内線125ă126

水戸ナンバー

125cc を超える二輪車

車　　　種

潮来市ナンバー

・原動機付自転車（125cc 以下）

・ミニカー（50cc 以下）

・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

水戸ナンバー

軽自動車（三輪・四輪）

潮来市税務課

℡.63-1111 内線 125ă126

牛堀出張所 (2 月末まで )

℡.64-2611 内線 512ă515

手続き場所

軽自動車検査協会茨城事務所

℡.029-293-9989

(財)関東陸運振興財団茨城支部

℡.029-247-5854



あやめ園整備員募集

【職務内容】花菖蒲の植栽管理・あやめ園の維持管理等
【勤務時間】午前9時～午後4時 1日6時間 週5日勤務
【報　　酬】月額119,600円
【雇用期間】平成21年4月1日～平成21年9月29日
【募集人数】1～2名
【応募締切】2月17日(火)
【問 合 せ】潮来市観光商工課 ℡.63-1111 内線243

公民館講座 講師募集

　生涯学習の分野において、公民館講座の講師として、
知識や経験を生かしていただける方を募集。
【応募資格】市内在住もしくは在勤の20歳以上の方。
【申 ・ 問】中央公民館 ℡.66-0660
　　　　　　(月曜を除く午前9時～午後5時）
※成人式の記念写真をお渡し致します。(2月28日まで)
　本人が来館出来ない時は、ご家族等代理可。

平成21年度 明日の地域づくり委員募集

地域のあり方を議論し、県知事へ提言してみませんか。
【任　　期】2年(平成21年委嘱日～平成23年3月末日)
【募集人員】40名　
【応募締切】2月27日(金)　
【問 合 せ】茨城県鹿行地方総合事務所 県民生活課
　　　　　　広報広聴担当 ℡.0291-33-6123

平成21年度 県政モニター募集

【活動内容】(1)県政に対する意見や提案の提出
　　　　　　(2)アンケート調査への協力
　　　　　　(3)モニター研修会等への参加
【任　　期】2年(平成21年委嘱日～平成23年3月末日)
【募集人数】50名　【応募締切】2月27日(金)
【応募資格】県内にお住まいの20歳以上の方
【申 ・ 問】茨城県広報広聴課 広聴グループ
　　　　　　℡.029-301-2123

高齢者はつらつ百人委員会 委員募集

　高齢者自らが、健康づくり、生きがいづくりに関す
る事業を企画し実施する委員会です。
【応募資格】県内に住んでいる概ね60歳以上の方。
　　　　　　(報酬・交通費なし)
【任　　期】平成21年4月～平成23年3月末日
【応募方法】はがきに住所・氏名(フリガナ)・年齢・
　　　　　　性別・電話番号とĀ応募の動機、活動の
　　　　　　抱負、社会活動歴など(200字程度)āを明
　　　　　　記し、3月13日(金)までに申込みください。
※市介護福祉課窓口に専用のはがきがあります。
【申 ・ 問】〒310-8586　水戸市千波町1918
　　　　　　茨城県社会福祉協議会 茨城わくわくĜĻĞĎ
　　　　　　「高齢者はつらつ百人委員会」係
　　　　　　℡.029-243-8989　FAX.029-244-4652

水郷まちかどギャラリーからお知らせ

◎小堀進記念水彩画公募展
【期　間】2月7日(土)～2月15日(日)
【内　容】小学生の水彩画
◎木彫三人展
【期　間】2月18日(水)～2月22日(日)
【内　容】木彫作品(能面・人物像・テーブル・レ
　　　　　リーフ・刻字・篆刻)
【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

第3回水郷美術展覧会

行方地区美術家協会を中心とした美術の展覧会
【日　時】2月18日(水)～2月22日(日)
　　　　　午前9時～午後5時(最終日は午後3時終了)
【会　場】行方市麻生公民館 体育室(行方市麻生1221)
【部　門】絵画・書道・写真・陶芸・彫塑
【入　場】無料　【主　催】潮来市・行方市
【問合せ】第3回水郷美術展覧会事務局
　　　　　(行方市教育委員会生涯学習課内)
　　　　　℡.0291-35-2111

水郷県民の森からお知らせ

◎手づくり教室(木っ端ランド教室)
【日　時】2月15日(日)午後1時～2時
【場　所】水郷県民の森ビジターセンター
【内　容】木っ端を使って、自由に製作
【講　師】篠塚宏八氏　【参加料】200円

◎野鳥観察会
【日　時】2月21日(土)午前10時～正午
【場　所】水郷県民の森
【内　容】冬鳥の観察　【講　師】岩本昌憲氏
【人　数】20人　　　　【持ち物】飲み物

【問合せ】水郷県民の森 管理事務所　℡.64-6420

いきいきITAKOスポーツクラブ
スキー教室参加者募集

【日　　程】2月21日(土)～22日(日)
【集　　合】JR延方駅前
【出　　発】2月20日(金)午後8時
【行　　先】山形県米沢市　米沢スキー場
【参 加 費】一般大人 22,000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）
【募集人員】40名（定員になり次第締め切ります）
※到着後仮眠の為、寝袋・毛布等をご持参ください。
※スノーボードの方も参加できますが、指導はありません。
【申 ・ 問】潮来市島須733(旧八代小学校)
　　　　　　いきいきITAKOスポーツクラブ
　　　　　　℡・FAX.64-5886
　　　　　　土曜日 午後1時～午後4時
　　　　　　日曜日 午前9時～午後4時　

牛堀公民館まつり

【期　日】2月21日(土)午前9時～午後4時
　　　　　　 22日(日)午前9時～午後3時30分
【会　場】牛堀公民館
【内　容】作品展、模擬店、芸能発表会、演奏会、
　　　　　もちつき大会、お楽しみ券抽選会など様々
　　　　　な催しが行われます。詳しくは下記まで。
【問合せ】牛堀公民館 ℡.64-5230

エコツアーガイド養成セミナー

　自然観光資源の保護に配慮しつつ触れあい、理解を
深めることのできる案内人(ガイド)を育成するための
セミナーを開催します。
【日　　時】2月17日(火)午前9時～午後5時
　　　　　　　 18日(水)午前9時～午後4時 (2日間)
【場　　所】水郷県民の森
【参 加 費】3,000円(講習料、テキスト代、昼食代)
【定　　員】40名(先着順)
【講習内容】講義、グループワーキングなど
【講　　師】㈱ピッキオ(軽井沢を拠点に野生動植物
　　　　　　の調査研究や保全活動等を行う)
【申込期限】2月13日(金)
【申 ・ 問】潮来市企画財政課(担当 大川・古谷)
　　　　　　℡.63-1111 内線215　FAX.80-1100
　　　　　　E-メール kizai@city.itako.lg.jp

小児アレルギー教室
アレルギーをもつお子さんの子育てを応援します

【日　時】2月20日(金)午後1時30分～4時30分
【場　所】レイクエコー(行方市宇崎1389)
【対　象】小児アレルギー疾患又はその疑いのある児
　　　　　童の家族、保育・教育関係者等
【講　話】Āアレルギーとの上手なつきあい方ā
　　　　　～日常生活のお役立ち情報～
【講　師】・アレルギー児を支える全国ネット
　　　　　　アラジーポット専務理事　栗山真理子氏
　　　　　・昭和大学病院 小児科講師(臨床心理士)
　　　　　　松嵜くみ子氏
【申込み】2月18日(水)までに電話、FAXにて下記まで。
【申・問】茨城県潮来保健所 健康増進課
　　　　　℡.66-2118　FAX.66-1613

女性のための
カラダとココロの健康セミナー

【日　　時】2月21日(土)午前10時30分～正午
【会　　場】レイクエコー(行方市宇崎1389)
【テ ー マ】Ā物忘れā～知っていると安心～
【講　　師】筑波記念病院 副院長兼看護部長
　　　　　　柏木 とき江氏
【参加対象】16歳以上の女性 50名
【申込方法】電話又はFAXにより下記まで
【申 ・ 問】レイクエコー　TEL.0299-73-2300
　　　　　　　　　　　　　FAX.0299-73-3925

広報いたこ情報版　2月8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）

潮来市水泳スポーツ少年団
団員募集

【対 象 者】潮来市内の小・中学生

【募集人数】約20名

【練 習 日】毎週日曜日 午前10時～正午

　　　　　　(上級者は木曜日午後6時45分～8時も実施)

【練習場所】潮来市立市民プール

　　　　　　(潮来市前川1467)

【年 会 費】10,000円（登録料、保険料込み）

【申込方法】市民プール窓口の申込み用紙に記入

【申込期間】2月8日(日)～2月19日(木)午後8時まで

【問 合 せ】指導部長 内田 ℡.66-3362

　　　　　　　　団長 大崎 ℡.64-6464

　　　　　　(問合せは、夜間にお願いします。）

※随時ボランティアコーチの募集も行なっております。

潮来市野球スポーツ少年団
潮来レッズ 団員募集

市内唯一の小学生軟式野球チーム。随時見学・体験可。

【募　　集】小学校新１～新５年生の男女

【練習場所】前川運動公園・かすみの郷公園

【練 習 日】土曜日午後1～5時 日祭日午前9時～正午

【団　　費】新1～新4年生 1,000円/月

　　　　　　新5年生　　　2,000円/月

【連 絡 先】村田 ℡.090-3062-6754

　　　　　　塚本 ℡.090-3107-5047

還暦・古希野球
水郷マスターズ 会員募集

生涯現役を目指す野球愛好者を求めます。

【対象年齢】55歳～80歳

【活　　動】2月～11月の毎週土曜日

【試　　合】公式・親善など、年間約60試合

【問 合 せ】山田　℡.62-4432

茨城県立水戸南高等学校
通信制課程 生徒募集

毎日通学できない方でも学べる通信制(単位制)

【受付期間】一般入学　：3月12日(木)～3月25日(水)

　　　　　　編・転入学：2月16日(月)～2月20日(金)

【問 合 せ】茨城県立水戸南高等学校

　　　　　　℡.029-247-4284

茨城県立土浦産業技術専門学院
追加募集

【募 集 科】自動車整備科・情報技術科・ĘĻĩĽċĎĞ制御科
【募集人数】若干名　　【期　　間】2年
【応募資格】高等学校等を卒業した者(卒業見込含む)
【受付期間】3月2日(月)まで随時(定員になり次第終了)
【問 合 せ】茨城県立土浦産業技術専門学院　
　　　　　　℡.029-841-3551

イ ベ ン ト ・ 展 覧 会 な ど

教 室 ・ セ ミ ナ ー

募　　　　　　　　集


