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保健・医療

『平成20年度市税等滞納整理強化期間』
実施のお知らせ
● 休日と夜間の納税相談を実施します。
5月14日(木)～24日(日)にかけ、下記のとおり休日
・夜間の納税相談を実施します。納税にかかわる相談
のほか、市税等の納付も出来ます。
期間中、滞納がある方のお宅には、通知・電話によ
る催告や、職員が直接訪問して納付を求めることとな
りますので、お手元の納付書をもう1度確認していた
だき、まだ納付していない場合は、お早めに納付をお
願いいたします。
実施日

開庁時間

会場

5月16日(土)～17日(日) 午前9時
潮来市役所
5月23日(土)～24日(日)
～午後4時
1階
収税課
5月14日(木)～15日(金)
午後5時30分
夜間納税相談
窓口
5月18日(月)～22日(金)
～7時30分

休日納税相談

問合せ

潮来市収税課

TEL 63-1111
（内線127～130）

軽自動車税の減免について
障害を持つ本人が使用する軽自動車、もしくは生活
を共にする方が障害を持つ方のために使用する軽自動
車の場合、軽自動車税の減免制度があります。減免を
受けようとする方は、下記書類を添えて提出してくだ
さい。
なお、減免できる軽自動車は1台です。ただし、普
通自動車（県税）で減免を受けている場合は該当にな
りません。詳しくは下記へお問合せください。

市内あげての清掃大作戦です。5月は、関東地方全
域で「環境美化運動の日」を設定して、環境美化運動
を実施しています。
当日は、市民の皆様のご理解ご協力をお願いいたし
ます。
日 時
平成21年5月17日（日）
※ 荒天の場合は5月24日（日）に延期
場 所
市内全域
内 容
市内全域の清掃や空き缶拾い
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。日常のゴミ出し
には利用出来ませんのでご注意願います。
問合せ
潮来市環境課 TEL 63-1111
（内線251～253）

「総務省・電波利用環境
保護周知啓発強化期間」

食生活改善推進員 養成講座
～募集終了のお知らせ～
4月24日の広報いたこ情報版でお知らせした「食生
活改善推進員養成講座」は、規定の人数に達しました
ので、募集は終了しました。
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～さつまいもの苗植えとさくらんぼ・いちご摘み～
日
場

ど

水郷まちかどギャラリー
～展示内容のお知らせ～

時
所

汚れてもよい服装・ビニール袋・軍手・長靴
象
子供と保護者（先着５組まで）
問合せ NPO法人 こども空LOVE
代表 松﨑ちか
TEL 66-0125

対

スポーツ講演会
（なめがた地域総合病院・水戸協同病院主催）
講

場

師
時

所

問合せ

5月13日（水）～5月17日（日）
午前10時～午後6時 最終日は午後4時まで
展示内容
パッチワーク

☆薫風展

（盆栽）

5月23日（土）～5月24日（日）
午前10時～午後6時 最終日は午後4時まで
展示内容
小品盆栽・山野草の寄せ植え等
問合せ
水郷まちかどギャラリー TEL 63-3113
日

時

談

法律相談・心配ごと相談のお知らせ
下記の日程により法律相談・心配ごと相談を開催い
たしますので、ご利用ください。
法律相談
5月19日（火）
6月17日（水）
7月22日（水）
8月19日（水）
9月16日（水）

心配ごと相談
5月13日（水）
6月 3日（水）
7月 1日（水）
8月 5日（水）
9月 2日（水）

ただし、相談担当者の都合により日程変更をする場
合があります。
ご希望の方は電話で予約状況を確認のうえ社会福祉協議会へ来所
しお申し込みください。誠に恐れ入りますが、潮来市在住の方に
限らせていただきます。

相談場所

潮来市社会福祉協議会
潮来市辻765（潮来保健センター内）

主な相談内容

法律相談、人権侵害、財産問題（財産分割）、土地
売買、名義変更、金銭貸借、境界線（隣近所問題）、
災害、損害など
相談担当者

法律相談
杉下 弘之
弁護士
心配ごと相談
大塚 千世男 司法書士
相談料
無料
問合せ 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
TEL 63-1296

募

集

「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、所得税などの税金の相談や個
人事業・法人の創業に関する相談にご利用ください。
開催日
平成21年5月20日（水）
6月から12月までは、毎月第１・第３水曜日
平成22年1月20日（水）
時 間
午後1時30分 ～ 4時30分
場 所
鹿嶋市まちづくり市民センター 2階
鹿嶋市宮中4631-1
その他
事前にご予約をお願いします。
問合せ 関東信越税理士会 潮来支部
TEL 0299-84-7339

行

☆キルトサークル糸パッチワーク展
時

～ 相馬 直樹氏 ～
元 鹿島アントラーズ・日本代表
6月6日（土）午後3時～4時30分
開場 午後2時30分より
入場無料 潮来公民館駐車場・市営駐車場
をお使いください。
潮来公民館 大ホール
なめがた地域総合病院 TEL 0299-56-0600
潮来市体育協会事務局 TEL 66-0660

相

ぜひ、お立ち寄りください。（入場料は無料です。）
日

5月24日（日）午前9時30分～11時
雨天時 5月25日（月）に延期
古高弘法大師
（潮来市古高・松﨑ちか氏所有地）

服装・持参するもの

日

6月1日から10日は、「電波利用環境保護周知啓発強
化期間」です。
みんなで電波のルールを守りましょう。
問合せ
関東総合通信局
・ 不法無線局による混信・妨害
TEL 03-6238-1939
・ テレビ・ラジオの受信障害
TEL 03-6238-1945
・ 地上デジタル放送の受信相談
TEL 03-6238-1944

提出に必要なもの

(1) 軽自動車税減免申請書（税務課にあります）
(2) 身体障害者手帳または療育手帳、戦傷病者手帳、
精神障害者保健福祉手帳
(3) 運転免許証のコピー（表･裏）
(4) 車検証のコピー
(5) 軽自動車税納税通知書
(6) 印鑑
平成21年5月25日（月）
提出期限
問合せ
潮来市税務課
TEL 63-1111（内線125・126）

自然を体験しよう！

清掃大作戦のお知らせ
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政

相

談

国・県・市役所等の行政サービスに関する苦情・提
案等、行政の仕組みや手続きに関する相談。
（相談無料、秘密厳守）
5月20日（水）午後1時～3時
日 時
場

所

津知公民館 行政相談委員 木内 洋子 氏
牛堀公民館 行政相談委員 明間 愛子 氏
問合せ 潮来市秘書政策課 TEL 63-1111（内線205）

潮来野鳥の会へのおさそい
「潮来野鳥の会」では、潮来市内で見られる野鳥の観察
調査と、併せて野草木の鑑賞をしています。また時には、
市内では見られない野鳥を求めて、近県地区へ一泊探鳥
会、日帰り探鳥会等も実施しております。四季のバード
ウォッチングを楽しみながら自然環境を守りましょう。年
会費5,000円、入会は、随時受け付けています。
問合せ・申し込み

潮来野鳥の会 潮来市日の出 横田常男 TEL 66-2167

平成21年度
調理師試験及び製菓衛生師試験
願書配布
願書受付

試験日
試験会場
問合せ

平成21年5月18日（月）から茨城県内各
保健所及び県庁
平成21年7月2日（木）及び3日（金）
午前9時から正午まで
午後1時から5時まで
県内各保健所で受付
平成21年8月6日（木）
常磐大学（水戸市見和）
霞ヶ浦高等学校（稲敷郡阿見町青宿）
茨城県潮来保健所 衛生課 TEL 66-2116

「シルバー無事故・無違反チャレンジ１００」
参加チーム募集について
65歳以上の方3人1組で、無事故・無違反を目指す
「シルバー無事故・無違反チャレンジ100」の参加
チームを募集します。100日間の無事故・無違反を達
成したチームの中から抽選で20チームに、旅行券をは
じめ県産品などの賞品をプレゼントします。
募集期間

5月1日（金）から6月22日（月）まで
参加資格

県内在住の65歳以上の方で、運転免許を持ってお
り、日常的に自動車等を運転される方（原動機付自転
車免許のみの方もご参加いただけます。）
賞品等

達成チーム全員に達成証と達成記念品
達成チームの中から抽選で20チームに、賞品をプレ
ゼント
● 特賞（旅行券６万円）1チーム
● Ａ賞（旅行券３万円）5チーム
● Ｂ賞（県産品など） 12チーム
● 連続チャレンジ賞（日帰り入浴券等）
※昨年と今年、連続参加チームの中から2チーム
申し込み・問合せ

茨城県生活文化課 TEL 029-301-2842
ホームページ http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/

第16回潮来節おどりの響演「おどり連」を募集します。
サークルや会社関係、踊りの好きな方はどなたでも
募集できます。
おどり連の構成人数は概ね10名以上とします。
6月13日（土）午後4時～8時30分（小雨決行）
日 時
潮来駅前大会特設会場（あやめ一丁目地内）
場 所
賞について
おどり大賞 賞金20万円
その他、優秀賞（3団体）、特別賞、
がんばったで賞があります。
申し込み方法

おどり参加申込用紙に必要事項を記入のうえ、大会
事務局にお申し込みください。
※申込用紙は、各公民館、商工会、観光協会窓口に設
置してあります。
※潮来市ホームページからもダウンロードできます。
（ホームページ http://www.city.itako.ibaraki.jp/）
5月25日（月）必着
申し込み締切
詳細は下記までお問合せください。
申し込み・問合せ

潮来節おどりの響演大会事務局
（潮来市観光商工課内）
TEL 63-1111（内線241）
FAX 63-3591

○ 運動教室の参加者募集いたします。
教室名

対象者

時 間 開催曜日・回数

程

健康体操

火曜日
全5回

5月26日
6月2，9，16，23日

シェイプアップ

市内外 10:30～
の成人
12:00

金曜日
全5回

6月5，12，19，26日
7月3日

市内外 14:00～
メタボリック
シンドローム予防 の成人
15:30

金曜日
全5回

6月5，12，19，26日
7月3日

員

参加費

各教室10名程度（定員になり次第締め切り
となります。）
無料（但し、毎回の入場料及び1教室期間の保
険料300円がかかります。）

申し込み・問合せ

潮来市立ヘルスランドさくら内
TEL 64-5858

「サマーコンサート」とは、・・今まで一生懸命に
練習してきた成果を発表する機会として、レイクエ
コーにある「多目的ホール」を活用していただき、た
くさんの方にその成果を発表する場として支援してい
る事業です。みなさんの音楽活動を多くの方に紹介し
てみませんか？
実施日
平成21年8月29日（土）
実施場所
レイクエコー 茨城県鹿行生涯学習センター
茨城県女性プラザ 多目的ホール
応募期間
5月31日（日）まで

税務職員（Ⅲ種）募集
昭和63年4月2日～
平成4年4月1日生まれの者
高等学校卒業程度
試験の程度

受験資格

申込書請求先

最寄りの税務署（総務課）、関東信越国税局人事第二
課又は人事院関東事務局（配布開始は5月11日（月））
6月23日（火）から6月30日（火）まで
受付期間
（土・日曜日は除く。）
試験日
第1次試験 9月6日（日）
問合せ先

関東信越国税局 人事第二課 試験係
TEL 048-600-3111（内線2095又は2097）
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp

問合せ・応募方法

レイクエコー 茨城県鹿行生涯学習センター管理事
務所
茨城県女性プラザ 担当：小島 佳子
TEL73-3877（月曜日を除く9時から21時まで）
FAX73-3925

平成21年度酒類販売管理協力員の募集について
関東信越国税局では、酒類小売販売場（スーパー、
コンビニエンスストア、小売酒販店など）で買い物等
をする機会を利用して、未成年者飲酒防止に関する表
示や店頭価格の状況を確認し、税務署に連絡していた
だく『酒類販売管理協力員』を募集しています。
※応募方法、募集期間、委嘱期間等詳しくは国税庁ホー
ムページ（http://www.nta.go.jp）をご覧ください。
問合せ先
水戸税務署 酒類指導官
TEL 029-231-4323（直通）

6月28日（日）午前8時受付（小雨決行）
潮来市立ボートセンター「あめんぼ」
参 加 費
１クルー:3,000円（中学生以下無料）
参加資格
楽しく漕ぎたい方なら、だれでもOK
締 切 日
6月12日（金）午後5時まで
※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。
日

時

会

場

問合せ
日

市内外 14:30～
の成人
16:00

定

～平成21年度レイクエコーコラボレーション事業～

イタコシティーレガッタ2009
（31th）参加者募集

潮来ヘルスランドさくらからのお知らせ
これまで多くの方のご利用を頂きました風呂の日
（無料）にかわり、平成２１年４月より 毎 月 第１水
曜日及び第３日曜日をスタンプ２倍 の 日 としまし
た。たくさんのご利用をお待ちしておりますのでよろ
しくお願いいたします。

サマーコンサート出演者募集

「潮来おどり」を踊ってみよう！

受付まで

潮来市教育委員会中央公民館生涯学習グループ
TEL 66-0660 内線（278・279）

☆市民ボート教室開催☆
練習希望クルーは午前9時～正午まで無料指導
程
5月17日･24日 6月7日･14日･21日の日曜日
練習を希望する場合は下記までご連絡ください。

日

連絡・問合せ

平

日：潮来市教育委員会
中央公民館生涯学習グループ
TEL 66-0660 （内線278・279）
上記以外：潮来市ボート部事務局
TEL 090-1667-8993（高清水）
TEL 090-4524-1259（小高）

広報いたこ情報版 5月10日発行 発行者 潮来市長

（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

