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保健・医療

茨城県社会福祉協議会 茨城県福祉人材センター
TEL 029-244-4544 FAX 029-244-4543
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ら

せ

窓口での交付を希望する方は、申し込みをお願いします
郵送ではなく、窓口での交付を希望する方は、3月12日までに印鑑と身分証明書等を市民課までお持ちくださ
い。交付は3月23日以降になります。受け取る際には再度、身分証明書等が必要です。

3月7日（日）小雨決行
※延期の場合は、防災無線で7日の朝7時にお知らせします。
3月14日（日）になります。
場 所 市内全域
内 容 道路沿い等のごみ拾い・清掃・空き缶拾い
実施日

①燃やせるごみと②燃やせないごみ
通常の分別のしかたとは違います。
①燃やせるゴミ …ペットボトルやビニール類など※
②燃やせないゴミ…空き缶、空き瓶、食器、缶詰の
他、少量の金属
※落ちているごみ（汚れている）は、プラスチック・
ビニール類・ペットボトルであってもリサイクルで
きない為、燃やせるごみとしてお願いします。
お願い
1) 収集業者の方々によって、朝8時30分
から回収を始めます。
各区で決められた収集場所へお出しす
るようにお願いします。
2) 清掃作戦用に、お配りするごみ袋（旧
指定袋：白い袋に緑文字）は、通常のご
み出し時には使用できませんのでご注意
ください。
別

環境課

TEL 63-1111

内線251

就職して新しい健康保険証の交付を受けた方は、手続きが必要です
国保の資格を喪失する手続きが必要です。国保被保険者証と新しい健康保険証の両方を窓口にお持ちください。
その他

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て必要な援助を行うこ
とにより、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、市立小中学校に及
び区域外就学で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
内 容 給食費・学用品費・校外活動費
・修学旅行費・医療費など。
申請窓口は、通学されている学校です。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

３／７（日）清掃大作戦

潮来市

「国民健康保険被保険者証」の更新について

平成22年度小・中学校就学援助制度のお知らせ

問合せ

問合せ

4月1日からの被保険者証は、3月26日までに届くよう郵送する予定です。

談

福祉職場への就職希望者を対象に、求人者との就職
面談や相談、求人情報の提供などを行います。
日 時 3月7日（日）午後1時～3時30分
（当日会場にて受付 12時30分～3時）
場 所 フェリヴェール・サンシャイン
（水戸市白梅2-3-86）
各自履歴書をご持参ください。参加費は
参加方法
無料です。

分

火災が発生しやすい時期です。
火の元、火の取扱いに十分注意してください。
また、日頃の習慣や住宅防火
の対策などについて考え、火災
予防に努めましょう。

潮来市国民健康保険加入者のみなさんへ

転出している学生の方は、手続きが必要です
就学などによる転出後も家族の扶養として潮来市の国保を使用する場合には、印鑑と在学証明書をお持ちに
なり、学生保険証の交付手続きをしてください。

就職面接会

お

３月1日（月）～３月7日（日）は
春季全国火災予防運動実施期間です

問合せ

潮来市 教育委員会 学校教育課
TEL 63-1111 内線364

退職国保（緑色）の被保険者証をお持ちの方は、更新の必要はありません

有効期限は65歳の誕生日の当月（1日生まれの方は、誕生月の前月）までです。
有効期限が切れる前に、一般国保（オレンジ色）の被保険者証を送付いたします。
長寿（後期高齢者）被保険者証をお持ちの方は、更新の必要はありません

有効期限は、7月31日までです。そのままご使用ください。

「国民健康保険高齢受給者証」の差し替えについて
内

※

容

制度改正による患者負担割合の引き上げ（1割→2割）が凍結されたことにより、受給者証の「一部負
担金の割合」の記載内容が変更となりますので、お手持ちの受給者証との差し替えをお願いします。
記載内容を変更した受給者証を3月12日（金）までに届くように郵送する予定です。

現在お持ちの受給者証は、4月1日以降使用できません。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。
対象者の方

国民健康保険に加入している70歳以上74歳までの方で、一部負担金の割合が「2割（平成22年3月31日まで1
割）」と記載された「国民健康保険高齢受給者証」（水色の受給者証）をお持ちの方
その他

4月2日から7月31日の間に75歳になる方の受給者証の有効期限は、75歳の誕生日の前日です。
問合せ

船舶免許更新失効講習会
3月17日(水) 午前9時～
潮来ホテル １階会議室
必要書類
船舶免許コピー 1枚
写真（タテ4.5㎝＊ヨコ3.5㎝）2枚
住民票（本籍地記載）1枚
料 金 10,000円（更新） 15,000円（失効）
申込締切
3月5日（金）までに必要書類を添えてお
申し込みください。
日

時

場

所

潮来市

市民課

国保年金グループ

TEL 63-1111（内線133，135）

Jリーグ開幕戦 交通渋滞解消にご協力を！

県立鹿島養護学校からのお願い

Jリーグ「アントラーズ対レッズ戦」は、
国道51号バイパスをはじめ周辺道路の大渋滞
が予想されます。来場の際は、公共交通機関
の利用、スタジアムへの早期来場及び時差退
場誘導にご協力ください。

本校では高等部生徒の職業教育の一環として職場体
験学習を実施しております。
新たな実習先を開拓しておりますのでご協力いただ
ける場合は下記までご連絡ください。
問合せ

鹿島養護学校

進路指導部

赤平

TEL 82-7700

問合せ・申し込み

水郷ボートサービス(株)

TEL 63-1231

花嫁衣裳を“まちかど”に
展示しませんか
明治、大正、昭和初めの花嫁衣装をお貸しいただけ
る方、店頭やご自宅を展示場所として希望される方
は、地域活性化のため、ぜひご協力ください。展示期間
は、あやめまつり期間中（5月下旬～6月下旬）です。
問合せ

水郷潮来花嫁衣装まちかど展示実行委員会
大川 TEL 63-1721

開催日時

3月6日（土）キックオフ
午後4時（開場 午後1時）
会

場

カシマサッカースタジアム

問合せ

アントラーズファンクラブ事務局
（午前10時～午後4時月曜定休）
TEL 0299-82-5555

鹿島高等学校創立100周年
本校は今年で創立100周年を迎え、多くの方々のご
協力により、記念事業を行うことになりました。記念
誌をご希望の方は、下記までご連絡ください。
記念式典予定日
11月19日（金）
場 所 鹿島高等学校体育館
問合せ・申し込み

鹿島高校創立100周年記念事業実行委員会 事務局(鹿島高等学校内)
TEL 82-1903 FAX 84-1547
Eメール rokuen@kashima-h.ed.jp

農家の皆様へ
戸別所得補償モデル対策が4月からスタートします
農林水産省では、食料自給率向上のため、①麦・大
豆・米粉用米・飼料米などについてシンプルで分かり
やすい助成体系の下に生産拡大を促す対策、②水田農
業の経営安定を図るため、恒常的に赤字に陥っている
米に対して補てんする対策をセットで行います。
①水田利活用自給力向上事業
水田で麦・大豆・米粉用米・飼料用米などを生産す
る販売農家・集落営農の皆さんに、主食用米と同等の
所得を確保できる水準の支援を行います。
交付単価（全国一律） 10アール当たり
麦、大豆、飼料作物
3.5万円
新規需要米
8.0万円
（米粉用・飼料用・バイオ燃料用米、ｗｃｓ用稲）
そば、なたね、加工用米
2.0万円
その他作物
1.0万円
二毛作助成
1.5万円
②米戸別所得補償モデル事業
米の生産数量目標に従って生産する販売農家・集落
営農の皆さんに対して、主食用米の作付け面積10アー
ル当たり1万5千円を定額交付します。
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横田滋さん・早紀江さん講演会
ブルーリボンに祈りを込めて
3月14日(日) 午後1時30分
会 場 中央公民館 体育室
事前申込必要（先着1000名）住所・お名前・電話番号
を下記までお知らせください。
日

時

米の価格が下落した場合には、追加の補てんも行い
ます。
交付単価（全国一律） 10アール当たり
定額部分 1.5万円
22年産の販売価格が、過去3年の販
変動部分 売価格を下回った場合にその差額
を基に算定
交付対象者

「生産数量目標」の範囲内で主食用米の生産を行っ
た販売農家・集落営農のうち、水稲共済加入者又は21
年度の出荷・販売の実績のある農業者

「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集

水郷まちかどギャラリー３月の展示

応募資格

お仕事帰りにもゆっくりご覧いただけます。
ご来館をお待ちしています。
3月 3日(水)～3月 7日(日)
教育友の会 趣味の作品展
最終日は午後3時まで

県内に住んでいる概ね60歳以上で、委員
会の活動にきちんと出席できる方。経験
年数が10年以下の方。
（地方公共団体の長
及び議員は除く。報酬・交通費はなし。
）
任 期 平成22年4月～24年3月末
応募締切
3月12日（金）（当日消印有効）
はがきに住所・氏名（フリガナ）・年齢・性別・電話
番号と「応募の動機、活動の抱負、社会活動歴など」
を明記して下記までお申し込みください。

交付対象面積

主食用米の作付面積から、自家飯米・縁故米用に供
される分として一律10アールを差し引いた面積
③加入の申込み・支払時期
加入の申し込みは4月～6月、交付金の支払いは、12
月～3月になります。
（交付金は国から加入者が指定した口座に直接支払い
ます。）詳細については下記まで。

〒310-8586 水戸市千波町1918
茨城県社会福祉協議会 茨城わくわくセンター
TEL 029-243-8989 FAX 029-244-4652

リトルマーメイド(水泳)会員募集
水慣れからもっと泳げるようになりたい子まで！
小学生
場 所 市民プール（前川）
練習日 毎週土曜日
午後3時15分～4時30分
募集人員
10名程度
会 費 月2,000円
（市民プール入場料込み）
3月10日(水)
申込締切
対

問合せ

関東農政局茨城農政事務所 食糧部計画課
TEL 029-221-2186
ホームページ http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/

3/6『潮来市健康づくり大会』会場の変更等について
広報いたこ2月号（VOI.107）19ページ・3月のカレ
ンダー中で7日（日）に「潮来市健康づくり大会」と
記載されていますが、6日（土）の誤りでした。訂正
してお詫びいたします。また、会場につきましても
牛堀公民館（大会議室）に変更になりましたの
で、お知らせいたします。

TEL 66-0660

募

本日開催 第11回潮来市文化協会 芸能音楽祭
日頃の活動の成果を発表します。ご来場をお待ちしております。
日 時 2月28日(日) 午前9時30分
会 場 潮来公民館 大ホール 入場無料
問合せ 潮来市立中央公民館 TEL 66-0660

問合せ・申し込み

リトルマーメイド 会長 泉
TEL 62-2075（平日午後6時以降にお願いします）

法人会新春政経講演会
3月5日（金）午後3時30分
場 所 鹿嶋市 ホテル古保里
講 師 佐藤 ゆかり さん
演 題 政権交代から見えてくるもの！
～これからの社会と日本の行方～
お申し込みはFAXで下記までお願いします。
日

時

若干名（普通科・男女共学）
国語・数学・英語の3科目と面接

検査等の内容

出願書類等の提出期間及び受付時間

3月8日（月）午前9時～午後4時30分
3月9日（火）午前9時～正午まで
※郵送の場合は、9日(火)正午までに必着。
検査期日
3月15日(月)
※出願書類その他詳細については、下記までお問い合
せください。
問合せ

千葉県立佐原高等学校

TEL 0478-52-5131

問合せ・申し込み

社団法人

鹿行法人会

TEL 82-8386

FAX 82-2461
広報いたこ情報版 2月28日発行 発行者 潮来市長

4月14日（水）
5月9日（教養試験・論文試験）
第１次試験日
昭和56年4月2日以降に生まれた人で、学
受験資格
校教育法による大学（短期大学を除
く。）を卒業した人、若しくは平成23年
3月31日までに卒業見込みの人又は、人
事委員会がこれと同等と認める人。
申込書は、行方警察署及び、駐在所（牛
申し込み
堀・上戸・延方・釜谷）、潮来交番に置
いてあります。ご記入の上、お申し込み
ください。
申込締切

第2次募集

問合せ

水郷まちかどギャラリー
TEL/FAX 0299-63-3113 月曜日休館
開館時間 午前10時～午後6時 入館料 無料
メールアドレス gallery@suibiken.jp

養護老人ホーム鹿行潮来荘
非常勤嘱託職員募集

象

茨城県警察官募集

集

佐原高校定時制
募集定員

3月30日(火)～ 4月4日(日)
大鷲則子写真展 「うぶすな巡り」
最終日は午後4時まで

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

潮来市立中央公民館

3月16日(火)～3月28日(日)
潮来写友会写真展
初日は午後1時から、最終日は午後3時まで

問合せ

年 齢 不問
2名
ヘルパー2級以上 普通自動車免許
勤務内容は、入所者の生活支援全般
採用年月日
4月1日～
勤務時間
午前9時～午後6時
申込方法
履歴書を下記まで郵送してください。
問合せ 〒311-2402 潮来市大生1367
養護老人ホーム鹿行潮来荘
TEL 67-5640
採用人数

資

格

所得税の確定申告はe―taxをご利用ください
平成21年分の所得税の確定申告は3月15日（月）までです
〈e―taxのメリット〉
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」
で作成したデータは、e―taxを利用して提出できます
○最高5,000円の税額控除をうけることができます。
（平成19年分又は、平成20年分の確定申告でこの控除を受
けた方は、受けられません）

○添付書類の提出省略
医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力
して送信することにより、提出又は提示を省略することが
できます。（確定申告期限から3年間、書類の提出又は提示
を求められることがあります。）

○還付金がスピーディー（3週間程度に短縮）
e―taxの利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が
必要です）、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が
必要です。

詳しくはe―taxホームページwww.nta.go.jpをご覧
いただくか電話相談センターへお問合せください。
センターのご利用方法は、潮来税務署66-6931にお電
話いただき、自動音声に従ってください。
（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）
茨城県警察本部警務課
フリーダイヤル 0120-314058
行方警察署警務課 0299-72-0110

