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保健・医療

子宮がん医療機関検診の実施について
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日から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
かすみ保健福祉センターで負担金（2,000
受診方法
円）を支払い受診券を受け取ってください。その後、
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。）
対象者

期

日

9月20日（日）
会 場 笠松運動公園（ひたちなか市）、堀原運動
公園（水戸市）・東町運動公園（水戸市）
主 催 茨城県・茨城県障害者スポーツ文化協会
参加資格
県内に居住または県内の施設、学校また
は職場に在籍している身体障害者手帳の交付を受け
た年齢12歳以上の方（平成21年4月1日現在）としま
す。（内部障害者のみの手帳所持者は、膀胱･直腸
機能障害者のみとします。）
申 込 下記まで「参加申込票」をご持参ください。
※様式は潮来市ホームページからもダウンロードで
きます。
申込締切
7月8日（水）
問合せ・申し込み
潮来市介護福祉課
TEL 63-1111（内線394）

子宮がん検診を受診できる市内の医療機関

大久保診療所（潮来市潮来143-2）
TEL 62-2506
問合せ 潮来市かすみ保健福祉センター
TEL 64―5240

水道メーター器交換のお知らせ
7月～12月
潮来市大洲、徳島、福島、米島、前川、延
方西・延方東、延方、洲崎、下田、宮前一丁目・宮前
二丁目、新宮、古高、大山団地地内
対 象 8年以上経過したメーター器
作業者 市指定給水装置工事事業者
お願い 潮来市水道事業給水条例により、給水適正
の保持を目的にメーター器の交換作業を行います。
メーターボックス・止水栓上には物を置かないようお
願いします。また、不在の場合も交換作業を行わせて
いただきますので、ご了承願います。
※注意！メーター交換に際して料金の請求はいたし
ません。
問合せ 潮来市水道課 TEL 67-5743
期

間

場

所

献血のお知らせ
皆さん、ご協力ください
いま、輸血用の血液が、大変不足しております。
皆さまのご協力を、よろしくお願いいたします。
日 時 7月1日（水） 午前10時～午後3時30分
場 所 ショッピングセンター アイモア 西側入口
問合せ 潮来市かすみ保健福祉センター
TEL 64-5240

男の料理教室開催（第1回）
健康をテーマとした男の料理教室を開催します。
皆様お気軽にご参加ください。
日 時 8月9日（日）午前9時～正午
会 場 延方公民館
主 催 潮来市ネットワーカー連絡協議会
参加費 500円（先着20名）
申 込 電話にて下記までお申し込みください。
申込締切
7月31日（金）
問合せ・申し込み

潮来市中央公民館 生涯学習グループ
TEL 66-0660（内線280）

水郷県民の森 昆虫観察会のお知らせ
日

時

集

合

内

容

講

師

人

数

持ち物

7月18日（土）
午前10時～（約2時間）
水郷県民の森 ビジターセンター
昆虫観察会
岡崎 勝美 氏
20名
飲み物・暑さ対策（帽子・タオル等）

問合せ・申し込み

水郷県民の森管理事務所
TEL 64-6420 FAX 64-2085

ニッコウキスゲの尾瀬ケ原と
尾瀬沼ハイキング
7月25日（土）～ 26日（日） 雨天決行
集 合 潮来市役所 午前4時45分 （5時出発）
場 所 群馬県 片品村
募集人数
先着20名
参加料 一般（大人 21,000円 小学生以下 19,000円）
会員（大人 19,000円 小学生以下 17,000円）
日

時

問合せ・申し込み

いきいきITAKOスポーツクラブ
TEL 64-5886
（土曜日 午後1時～午後4時・日曜日 午前9時～午後4時）

水郷まちかどギャラリー 展示内容のお知らせ
7／1（水）～ 7／12（日）小林晟油絵個展（絵画）
午前10時～午後6時 （最終日は午後4時まで）
7／14(火)～ 7／26(日) 写友会写真展（写真）
午前10時～午後6時まで（初日は午後1時から）
（最終日は午後4時まで）

香取市民プールオープン！！
迫力のある「スライダープール」楽しい「流水プー
ル」があるよ。
みんなで遊びに来てね！
開園期間
7月18日（土）～8月30日（日）まで
開園時間
午前9時～午後4時30分
休園日 7月27日（月）
・8月3日（月）・8月24日（月）
施設清掃のため
＊荒天時は休園
住 所 千葉県香取市扇島1837-1
利用料金
一般（高校生以上）500円
小中学生
300円
幼児（4歳以上）
100円（付き添いが必要です）
＊香取市民以外の方も自由に利用できます。（料金も
同じです）
《料金の割引》障害のある方（受付にて障害者手帳を
提示いただけると半額になります
問合せ 香取市教育委員会 スポーツ振興課
TEL 0478-50-1221
香取市民プール（開園期間中）
TEL 0478-56-0192

7／29(水)～ 8／7(金) 潮来祇園祭禮展（写真・資料等）
午前10時～午後6時 （最終日は午後4時まで）
8／3(月)祇園祭のため開館・会期中休館なし
問合せ

水郷まちかどギャラリー（NPO法人水美研）
TEL/FAX 63-3113

7月1日からレジ袋の無料配布が中止になります
お買い物はマイバックで
『潮来市レジ袋削減に関する協定』を締結
マイバッグ持参とレジ袋削減を進める潮来市民ネッ
トワーク、市内事業者及び潮来市の3者が「潮来市に
おけるレジ袋の削減の取り組みに関する協定」に合意
し、6月17日（水）に潮来市役所で協定の締結式が行
われました。
協定締結により、市内食品スーパー等4事業者5店舗
で7月1日（水）からレジ袋の無料配布が中止されます。

茨城県行方県税事務所からのお知らせ
不動産取得税の減額について
住宅用地を取得した日から2年（平成16年4月1日から
平成22年3月31日までに土地を取得した場合3年）以内
に新築住宅を取得されますと、その土地に係る不動産
取得税が減額・還付される場合があります。この減額
は、申請により適用となりますので、土地の不動産取
得税を既に納められた方で、減額申請のお済みでない
方は、早めに申請していただくようお願いいたしま
す。このほか、中古住宅の取得につきましても一定の
要件のもとで不動産取得税が軽減される場合がありま
す。詳しくは、下記までお問合せください。
問合せ

◇対象店舗
事

（50音順）
業

者

取り組み店舗

（株）いたこ

道の駅いたこ

（株）カスミ

潮来店

（株）セイミヤ

潮来店、延方店

（株）タイヨー

牛堀店

※レジ袋の料金は各店舗にお問合せください。
潮来市環境課 TEL 63-1111（内線251）

問合せ

茨城県行方県税事務所 課税第二課
TEL 0299-72-0773
ホームページアドレス
http//www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm

お詫びと訂正
広報いたこ6月号（vol.99）の訂正があります。
19ページの7月のカレンダーの中で、7/14（火）に予
定されていた「何でも育児相談」は、7/31（金）に変
更になりましたので、お詫びして訂正します。

募

平成21年度鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験のお知らせ

集

水戸地方裁判所からのお知らせ
裁判所事務官Ⅲ種試験について
9月13日（日）
試験種目（教養・適性試験・作文試験）
受験資格
昭和63年4月2日から平成4年4月1日まで
に生まれた者。
第二次試験
10月中旬から10月下旬
試験種目 口述試験（個別面接）
受付期間
7月14日（火）から7月22日（水）
（22日消印有効）まで
詳細は下記までお問合せください。
問合せ 水戸地方裁判所事務局 総務課人事第一係
TEL 029-224-8421
インターネットアドレス
http://www.courts.go.jp/

平成２１年度

各種健診(特定健診含む）のお知らせ

①19～39歳の方が対象となる生活習慣病予防健診
申込用紙に必要事項を記載のうえ、直接ご来場ください。（予約不要）
健診料金･･･500円（申込用紙は会場にも用意してあります）
②40歳以上で国民健康保険に加入の方
市から送付した受診券と保険証を必ずご持参ください。
①・②の健診料金･･･500円
（心電図・眼底・貧血検査は、追加料金・希望者のみとなります）
③ご加入の健康保険に関係なく受診できる項目
（1）胸部レントゲン検査［無料］･･･19歳以上
（2）前立腺検診［500円］･･･50歳以上の男性（前立腺疾患にて治療中の方は除く）
（3）肝炎ウイルス検査［500円］･･･40～76歳で検査を受けたことがない方
受診日

会場名
かすみ保健福
7月 6日（月）
祉センター
かすみ保健福
7月 7日（火）
祉センター
かすみ保健福
7月 8日（水）
祉センター

受診日

対象地区名

会場名

牛堀、堀之内、永山

7月15日（水） 延方公民館

茂木、清水、芝宿、台
上戸、宿、古宿、赤須

7月16日（木） 延方公民館

横須賀、西町、大塚野

7月17日（金）

7月 9日（木） 潮来公民館

浜町、上町、下町、
2丁目、3丁目

7月21日（火）

かすみ保健福
祉センター
潮来保健セン
7月12日（日）
ター（辻）
かすみ保健福
7月13日（月）
祉センター

あやめ、江寺、貝塚

7月22日（水）

新町、後明、将監

7月23日（木）

築地、川尾

7月24日（金）

7月14日（火） 大生原公民館

大生原全域

7月28日（火）

7月10日（金）

＊受付時間
問合せ

申込受付期間 ７月１日
（水）〜７月31日
（金）

9月20日（日）午前9時開始
場 所 鹿行広域消防本部（鉾田市安房1418-15）
（第二次試験は、10月25日(日)に第一次試験の合格者
を対象に実施します。）
受験資格
昭和60年4月2日から平成4年4月1日まで
に生まれた者。ただし、日本国籍を有しない者及び地
方公務員法第16条の欠格条項に該当する者は受験でき
ません。
申込方法
鹿行広域消防本部又は管内の各消防署
（鉾田消防署・潮来消防署・行方消防署）に置いてあ
る、所定の受験申込書に必要事項を自筆で正確に記入
し、写真を貼って持参してください。
受付期間
7月16日(木)から8月16日(日)まで。
（採用は、平成22年4月1日の予定です）
詳細については、下記にお問合せください。
問合せ 潮来消防署管理課 TEL 63-0119
第一次試験日時

第一次試験日

平成２１年度潮来市職員
（平成22年４月採用）第２回試験案内

中央公民館
（日の出）
中央公民館
（日の出）
中央公民館
（日の出）
中央公民館
（日の出）
中央公民館
（日の出）
かすみ保健福
祉センター

対象地区名
古高、洲崎、延方西、
延方東
新宮、大山、下田、宮前
須賀、曲松、小泉、大洲
4丁目～8丁目、七軒丁
十番、十四番、徳島、
福島、米島、前川
日の出1丁目～4丁目
日の出5丁目～8丁目
未受診者

午前の部： 9時15分～11時00分
午後の部： 1時00分～ 2時15分
ただし、会場施設開館時間より番号札の配布を行っております。（午後の部は比較的空いています）
潮来市かすみ保健福祉センター TEL 64-5240
広報いたこ情報版 6月28日発行 発行者 潮来市長

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
昭和54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
３名程度
昭和54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22
１名程度
保健師
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
試
験
内
容
Ａ
一般的知識、知能について大学で履修した程度の問題について、択一式による
大学卒
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。
教養試験
（作文を含む）
Ｂ
一般的知識、知能について高校で履修した程度の問題について、択一式による
短大卒・高校卒 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。
（注）1．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。
2．作文については、教養試験が基準点に達しない方については採点しません。
(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 受験資格の有無等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20日（日）
11月中旬
茨城大学
試験会場
第１次試験合格者に通知します
（水戸市文京2丁目1番1号）
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、旧牛堀出張所前）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、旧牛堀出張所前）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。（平成21年4月1日現在）
学
歴
給 料（基本給）月 額

高 等 学 校
１４４,５００円

短 大 等
１５８,７００円

大
学
１７８,８００円

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、封筒の表に職員採用試験申込用紙請求と朱書し、書留等の確実な方法をとっ
てください。なお、次のものを必ず同封してください。
・Ａ４判サイズの返信用封筒（※あて先を明記して120円分の切手を貼ること）
・受験する職種(一般事務、保健師)、試験区分(Ａ大学卒、Ｂ短大卒・高校卒等)を明記した書類（様式任意）
(2) 受験申込先
〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地
潮来市役所 総務部総務課 人事行政グループ
(3) 受付期間
7月1日（水）～ 7月31日（金） 土・日・祝祭日は除きます。
申込みは月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとし、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。）
受験票に貼付する写真のほかに、写真１枚を添えてください。
なお、写真の裏には2枚とも氏名を記入してください。
イ 長3サイズの定形封筒（23.5㎝×12㎝）（受験票送付用）（※あて先を明記して380円分の切手を貼ること）
ウ 受験料
不要
７．採用の時期について
採用期日は、平成22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簡易書留にて送付します。
◎ 問合せ
潮来市 総務部総務課 人事・行政グループ
０２９９－６３－１１１１ （内線）２２１～２２３
（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

