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観光商工課からお知らせ
◎市民あやめ園整備事業

献血のお知らせ
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市民が誇れる観光地づくりをめざして

前川あやめ園に苗を植えて来年のあやめまつりへ向けて花を咲かせます。
一緒に日本一のあやめまつりを目指しましょう。

7月25日(土)午前8時～9時
7月25日(土)～平成22年5月21日まで
前川あやめ園（櫓舟乗り場前）
先着40団体まで（約20㎡/1団体）
あやめ植栽及びその後の管理
潮来市民で構成する団体
7月21日(火)まで
◎市民あやめ１人１鉢運動
日
時
7月25日(土)午前9時～10時
実施場所
前川あやめ園内（大会本部前）
内
容
あやめの鉢植えを作成し、持ち帰り栽培
募集人数
先着400名まで
対 象 者
潮来市民、市内に通勤・通学している方
※定員に満たない場合は当日参加も可
◎水郷潮来花火大会が開催されます
大会日時
8月22日(土)午後7時30分打上
悪天候の時は翌日・翌々日まで順延
会
場
水郷北斎公園前（北利根川特設会場）
※花火大会の協賛金を受け付けしています。
協 賛 金
個
人： 3,000円より
商
店
等： 5,000円より
企業・団体等：10,000円より
問合せ・申し込み
潮来市 観光商工課
TEL 63-1111 内線244～245
日
時
管理期間
管理場所
募集団体
内
容
対 象 者
応募締切

｢いきいきシルバードライバーセミナー｣
開催のお知らせ
65歳以上の高齢運転者を対象に体験型実技講習会を行
います。あなたもいきいきシルバードライバーをめざ
しましょう。
歳を重ねるごとに身体機能が衰え、運転操作に影響し
て交通事故を起こす危険度が高まります。この機会
に、セミナー（教習所での車の運転・機械を使用した
動体視力の検査・交通ルールの再確認）に参加して自
分の運転をチェックしてみませんか。
日 時 9月14日（月）午後1時30分～4時
場 所 潮来自動車教習所（午後1時20分集合）
対象者 65歳以上の普通自動車を運転する方
※車は、用意いたしますが、車持ち込みも可
問合せ・申し込み

潮来市 総務課 交通防災グループ
TEL 63-1111 内線233

いま、輸血用の血液が大変不足しております。
潮来市では下記の会場で献血を行いますので、皆様の
ご協力をよろしくお願いいたします。
潮来土木事務所 7月16日（木）午前10時～正午
潮 来 市 役 所 7月29日（水）午前10時～正午
潮 来 税 務 署 7月29日（水）午後１時30分～3時30分
問合せ 潮来市 かすみ保健福祉センター

TEL 64-5240

８月１日から
「国民健康保険高齢受給者証」の切替です！
国民健康保険に加入している70歳以上74歳
までの方
内 容
現在お持ちの「国民健康保険高齢受給者
証」（水色の証書）は、有効期限が平成21年7月31日と
なっております。8月1日から翌年7月31日までの新し
い受給者証を7月下旬に送付いたします。
期限の過ぎた受給者証は、住所やお名前が見えないよ
うに裁断し、処分してください。
対象者

注意 平成21年8月1日から平成22年7月31日の間に75歳に
なる方については、有効期限が75歳の誕生日の前日となり
ます。平成21年7月2日から平成21年8月1日までの間に70歳
になる方の受給者証についても7月下旬に送付いたします。
問合せ 潮来市 市民課 国保年金グループ

TEL 63-1111

内線134、135

平成２１年度国民健康保険税の納期及び
限度額が変更になります。
潮来市の国民健康保険税の納期は年6回でしたが、1回
あたりの納付額負担の軽減を目的に平成21年度より納
期を拡大し、年8回に変更いたします。変更後の納期
は次のとおりです
納期は

7月

8月

変更前

1期

2期

変更後

1期

2期

9月 10月 11月 12月 1月
3期
3期

4期

5期

住宅用太陽光発電システムの設置に対する
国からの補助制度のお知らせ

排水設備主任技術者の
資格認定試験・講習会

太陽光発電導入量の飛躍的な拡大のために、国は一般
住宅への太陽光発電システム設置を支援いたします。
平成21年度「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助
金」は、経済産業省が定めた住宅用太陽光発電導入支
援対策費補助金交付要綱に基づく補助事業者として、
有限責任中間法人太陽光発電協会 太陽光発電普及拡
大センター（Ｊ－ＰＥＣ）が募集を行うものです。
申込期限
平成22年1月29日（金）まで

10月5日（月）午後1時30分～3時30分
（受付 12時30分～）
講習会日時
9月2日（水）
午前10時30分～午後3時30分
（受付 午前10時～）
会 場 ホテル マロウド筑波（土浦市城北町2-24）
申込締切日
8月5日（水）
受験手数料
4,000円（講習会手数料込）
申込方法
希望者は潮来市役所下水道課で受験申込
書を受け取り、必要事項を記入の上、必要書類等を添
えて申込み下さい。
問合せ・申し込み
潮来市 下水道課
TEL 63-1111 内線330

問合せ

（社）茨城県公害防止協会
(茨城県地球温暖化活動推進センター)
TEL 029-309-8086（直通電話）FAX 029-309-8087
ホームページ：太陽光発電普及拡大センター
（Ｊ－ＰＥＣ）http://www.j-pec.or.jp

小さな作品展開催のお知らせ
心を和ましてくれる園児達の作品を下記公民館ロビー
にて展示しておりますので、是非ご家族でご覧くださ
い。ご来館をお待ちしております。
開催月
8月
9月
翌2月
翌3月

展示園・所名
スサキ保育園
大洲保育所
白帆保育園
牛堀保育園
日の出保育園
かすみ保育園

会 場
中央公民館
中央公民館
中央公民館
牛堀公民館
中央公民館
牛堀公民館

牛堀公民館(火曜日～日曜日午前9時～午後5時)
中央公民館(毎日午前9時～午後5時)
問合せ 潮来市 教育委員会 中央公民館グループ
TEL 66-0660 内線281、282

2月

4期

5期

6期

6期

7期

8期

国の法改正に伴い、国民健康保険税の中の介護分の限
度額が9万円から10万円に変更になります。これに伴
い国民健康保険税全体の限度額も68万円から69万円に
変更となります。
問合せ 潮来市 税務課
TEL 63-1111 内線138・123・124

都市計画法の開発許可を受けて
工事を行う皆様へお知らせ
都市計画法第29条の規定に基づく開発許可を受けた方
は、工事が完了したときに知事に完了届けを提出し、
完了検査を受ける必要があります。検査済証の交付を
受けておかないと、将来増改築、用途の変更等の際に
支障が生じることがありますので、必ず完了検査を受
けてください。
問合せ 茨城県鹿行県民センタ－建築指導課
TEL 0291-33-4114（直通）

1日司書体験の参加者募集！
図書館ではĀ1日司書体験の日āを設けました。
夏休みの思い出に司書の仕事（カウンター業務・本の
返却・本の装備など）を体験してみましょう。
日 時 7月26日（日）・8月23日（日）の2日間
午前中2時間、午後2時間のいづれか。
参加対象
小学生以上の方ならだれでも体験できま
すが多くの方に体験していただくため、始めて体験す
る方が優先となります。
（１日4名まで受け付けます。）
申し込みは図書館カウンターまたは、電話かFAX（メー
ル不可）
問合せ・申し込み

潮来市立図書館
TEL 80-3311 FAX 64-5880

試験日時

北浦でヨット体験しませんか
初心者を対象にした講習を行います。
カヤック、水上バイク、ウエイクボードなどのマリン
スポーツ体験も同時に実施
期 間 7月～9月（土・日・祭日）
（悪天候の場合は中止）時間は参加者の都合で調整します
場 所 潮来市大生 北浦スロープ
1回6名
募集人数
参加費
1人 2,000円（保険料等）
小・中学生は 1,000円
＊当日は水着又は濡れてもいい服装、運動靴でお越し
ください
申込方法
希望する日の2日前までに下記へ連絡
主 催 潮来市体育協会マリンスポーツクラブ
問合せ・申し込み

マリンスポーツクラブ事務局
TEL 090-2145-1112

担当 平井（潮来市大生）

航空科学博物館開館２０周年記念イベント
日
場
内

時 8月1日（土）午前11時～ 午後2時～ 計2回
所 1階西棟展示室
容 「和太鼓 風」の迫力ある演奏を身体で感じ

ることができます。
＊博物館開館記念日8月1日はご来館いただ
いた方、全員（4歳以上）にオリジナルエ
コバックをプレゼントいたします。
日 時 8月2日（日）午前11時～ 午後2時～ 計2回
場 所 1階西棟展示室
内 容 地元グループ「ブルージャケット」のコン
サート。ベンチャーズの曲を中心に熱い演
奏をお聴きいただけます。
夏休み中は毎日開館（8月中のみ午前9時～午後5時ま
で。8月以外は午前10時～午後5時まで）
13日から3日間は、午後8時まで開館しますので、成田
空港の夜景もお楽しみください。
問合せ 航空科学博物館
TEL 0479-78-0557 FAX 0479-78-0560

親と子の料理教室

全国消費実態調査に御協力を

体験 夏空散歩｢部分日食観測会｣参加者募集

せっかくの夏休み、おやこで料理してみませんか？バ
ランスのとれた食事を楽しく作って、よい食習慣を身
につけましょう。
日 時 8月3日（月）午前9時30分～午後1時
場 所 潮来保健センター （潮来市辻779）
対 象 潮来市にお住まいの小学生親子 先着15組
持ち物 エプロン 三角布 筆記用具
参加費 無料
申込締切
7月27日（月）まで。
問合せ・申し込み
潮来市 かすみ保健福祉センター
TEL 64-5240

『全国消費実態調査』を実施します。この調査は、一
般家庭の家計支出額等の実態を把握することが目的で
す。調査に先立ち、7月中旬から調査対象地域にお住
まいのすべての世帯を対象とした名簿を作成するた
め、知事に任命された調査員が皆様のお宅を訪問して
世帯主のお名前、ご家族の人数などをお聞きいたしま
す。なお調査内容につきましては、統計法に基づき秘
密が厳守されます。
調査対象地域
潮来647～963番地・大洲10～1446番地・
日の出7丁目4～8番地
事前調査期間
7月中旬から8月中旬までの間

やさしく解説、説明します。パソコンでも見ることが
できます。
日 時 7月22日（水）午前9時45分～12時30分
会 場 かすみの郷公園
募集対象
小学生以上（親子）一般成人 先着30名
申込締切
7月19日（日） ※参加料無料

潮来市では、環境にやさしい商品の販売やごみの減量
化・リサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を、
「エコショップ」として認定しています。

本調査期間

１）環境にやさしい商品の積極的な販売
（エコマーク商品・再生品・リターナ
ブル容器入り商品等）
２）環境にやさしい商品コーナー等の設置
３）包装紙等の簡素化や無包装化の呼びか
けなどの簡易包装の推進
４）レジ袋の削減のための買い物かご等持

問合せ

夏休み学習教室

６）広告チラシ等への再生紙の使用
日時場所

７）空き缶の店頭回収の実施

7月22日（水）潮来公民館（学習室）
7月23日（木）中央公民館（学習室）
7月24日（金）牛堀公民館（視聴覚室）
（いずれも午前9時30分～11時30分）
持参する物
宿題等の教材・飲み物
対象者 小中学生
指導者 松﨑ちか（幼・小・中・高等学校教諭免許所持）
募集人数
各日先着10名・参加費は無料

８）空きビンの店頭回収の実施
９）紙パック容器の店頭回収の実施
10）トレイの店頭回収の実施
11）ＰＥＴボトルの店頭回収の実施
12）その他のごみ減量化・リサイクル活動
等環境に配慮した取り組みで市長が認

TEL 63-1111 内線208

程
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NPO法人 こども空LOVE
代表 松﨑ちか TEL 66-0125

下記のホームページにより、詳しい内容がご覧いた
だけます。
ホームページアドレス http://www.ibaraki-sozei.jp/
問合せ 水戸市柵町1-3-1 水戸合同庁舎5階
茨城租税債権管理機構
TEL 029-225-1221

規制期間（前川水門橋全面通行止）
7 月 1 日～平成 22 年 3 月 25 日
（潮来祇園祭禮期間中は除く）

前川あやめ園

片側通行止め

｢行政相談｣のお知らせ
申請方法

エコショップの認定を希望する小売店舗は、申請書を
環境課へ提出してください。（申請用紙は環境課にあ
ります）認定にかかる費用は無料です。
★エコショップに認定されると・・・
・認定証・認定ステッカーを交付します。
・シンボルマークを利用した広告を行うことができ
ます。
問合せ 潮来市 環境課
TEL 63-1111 内線251

行政相談委員は、皆さんの相談相手として役所等（国
ă県ă市町村・ＪＲ・ＮＴＴ等）の仕事に関するご意見
やご提案、苦情などの相談を受け付けています。下記
の日程で行いますのでご利用ください。なお無料で、
秘密は守られますのでどんなささいことでも、ご遠慮
なく相談してください。
日 時 7月15日（水）午後1時～3時
場 所 津知公民館学習室2 相談員 木内 洋子さん
牛堀公民館相談室 相談員 明間 愛子さん
問合せ 潮来市 秘書政策課 TEL 63-1111 内線205

広報いたこ情報版 7月12日発行 発行者 潮来市長

（物件２）
在 潮来市日の出五丁目
番 15番地16
目 公衆用道路
積 86㎡
分 8分の1

前川排水施設設置工事に伴う全面通行止めのお知らせ

問合せ・申し込み

めるもの

公売対象不動産

売却区分番号 21-59
見積価格 730,000円（公売保証金80,000円）

7月19日（日）25日（土）26日（日）
午前9時30分～午後4時30分
場 所 鹿島勤労文化会館
①救急法基礎講習(心肺蘇生法等)
受講内容
②救急員養成講習会(急病の手当等)
受講者負担金3,000円（教本・教材代・保険料）
準備する物
筆記用具・昼食・動きやすい服装
受講資格
15歳以上・定員は先着30名です。3日間
受講された方には、受講証が、また、検定にて一定レ
ベルに達した方に日本赤十字社救急員認定証が授与さ
れます。
問合せ・申し込み
日本赤十字社茨城県支部
TEL 029-241-4516（午前10時～午後3時）
日

問合せ・申し込み

５）取り扱い商品の修理等の実施

潮来市 秘書政策課

日本赤十字社・救急法講習会

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278ă279

参の促進

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入
札により不動産を公売します。参加してみてはいかが
でしょう。
日 時 平成21年8月4日（火）午後1時20分～2時
場 所 水戸合同庁舎内2階大会議室（水戸市柵町1-3-1）

8月下旬から12月中旬までの間

日

FAX 64-6841

不動産公売のご案内

（無作為に抽出された世帯が対象）

8月28日～9月25日 毎週金曜日（計5回）
午後7時～9時
会 場 潮来グリーンランドゴルフ練習場
指導者 潮来市体育協会ゴルフ部員
募 集 先着20名
参加資格
潮来市在住又は在勤者（初心者歓迎）
参加費 3,000円（保険料含）
申込締切
8月21日（金）
主 催 潮来市体育協会ゴルフ部
期

潮来市立牛堀公民館 TEL 64-5230

（すべての世帯が対象）

潮来市ゴルフ教室生徒募集

認定対象店

問合せ・申し込み

施行箇所

遊覧船乗り場

来駅

環境に優しいお店
エコショップを募集しています

ＪＲ潮

集

前

募

全面通行止め

前

川

水

門

橋

工事についてお気づきの点等がございましたら、
下記まで連絡願います。
発 注 者 : 国土交通省 霞ヶ浦河川事務所
施工業者 : あおみ建設株式会社
代表電話：0299-62-2681
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願い致します。国土交通省

（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

霞ヶ浦河川事務所

