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潮来市企業立地成功報奨制度
～4月1日からスタート～

平成22年4月から、肝臓機能障害による
身体障害者手帳が交付されます

新型インフルエンザワクチン
接種費用の助成について

この制度は、市内への企業の立地を促進するため、
立地を希望している企業に関する情報を市へご提供い
ただき、対象企業の誘致に成功した場合に情報提供者
へ成功報奨金をお支払いする制度です。
詳細につきましては、下記のサイトをご覧くださ
い。皆様のご協力をお待ちしています。
「潮来市企業立地ガイド」
URL:http://www.city.itako.lg.jp/ricchi_guide/
（潮来市ＨＰのトップページ右側のバナーからもお進
みいただけます。）

従来の身体障害に加え、肝臓機能障害が身体障害と
して認定されます。
対象者 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
手続き 申請書、診断書、写真2枚（タテ4㎝×ヨコ3㎝）
を下記へご提出ください。なお、申請する際
には、医師の指示を仰いでください。
※申請書及び診断書の様式は、介護福祉課にございます。
※診断書は、指定医が作成したものに限ります。
問合せ 潮来市 介護福祉課 介護福祉グループ
TEL 63-1111 内線 394

新型インフルエンザワクチンを接種する方・接種し
た方はお急ぎください!!
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保健・医療

せ

献血にご協力ください
輸血用の血液がたいへん不足しております。
皆さまのご協力をお願いします。
日 時 3月28日（日）午前10時～午後3時30分
場 所 ショッピングプラザ ララルー 正面玄関前
問合せ 潮来市 かすみ保健福祉センター TEL 64-5240

県民交通災害共済の加入受付開始
～今年度から潮来市役所で受付をします～
加入者が日本国内で車両（自動車・バイク・自転車
など）の運行に伴う事故にあったとき、災害の程度に
応じて共済見舞金が受けられます。
※ 今年度から、個別訪問は、行いません
期 間 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
（中途加入の場合は、加入日の翌日からの
期間となります）
会 費 年額 一般 900円、中学生以下 500円
（9月30日以降の加入は、それぞれ半額と
なります）
見舞金 死亡 100万円、傷害 2～30万円
障害見舞金
50万円（1、2級該当）
受付日時
3月18日（木）～3月19日（金） 午前9時～午後5時
3月20日（土） 午前9時～12時
受付場所
潮来市役所 1階 市民相談コーナー
※上記以外でも、下記の場所にて随時受付します。
潮来市 総務課 交通防災グループ 内線 232･233･234

無料健康診断
日

時
所

内

容

潮来市 企業誘致推進室 TEL 63-1111
E-mail uchi@city.itako.lg.jp

内線 218

植林苗木の申し込みについて
当市では、森林資源保護のため、伐採跡地などへ植
林を推進しております。500㎡（5畝歩）当たり概ね75
本以上で1本1本の間隔2.5ｍ×2.5ｍ以内の植栽（地目
が山林への植栽のみ）をしますと補助対象となりま
す。
山林所有者で、植林を希望される方、または、詳細
等のお問い合わせについては下記まで。
対象樹種
ヒノキ、スギ、マツ類、クヌギ、コナラ等
申込締切
3月31日（水）
問合せ・申し込み

潮来市 農政課 TEL 63-1111 内線 266

海外からのお客様へ、よりよい“おもてなし”のために

訪日外国人受入接遇研修
開催日時
会

場

主

催

内

容

3月23日（火） 午後1時～3時
鹿嶋市まちづくり市民センター（3F講義室）
観光庁・関東運輸局・水郷三都観光推進協議会

3月23日（火） 午前10時～午後1時
ショッピングプラザ ラ・ラ・ル－
（センターコート）（永山777）
身長・体重・体温・血圧・聴力・視力・眼
底・骨密度・動脈硬化
※医師による相談会の実施

問合せ

医療法人社団 英正会
TEL 0478-80-0570

本部事務局

「観光関係事業者による旅行ニーズへの対応
～外国人旅行者のおもてなし～」
講師
山田 桂一郎（やまだ・けいいちろう）氏
※特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会 理事
まちづくり観光研究所主席研究員・「観
光カリスマ百選」に選出
参加者 訪日外国人受入に関わる観光事業者・民間
事業者等
申込締切
参加費
3月18日（木）
無料
申込方法
下記までお問合せください。

乳がん検診・子宮頸がん検診
「無料クーポン券」が届いた方へ
潮来市では女性特有のがん検診事業に基づき、下記
の年齢の方へ11月中旬に「無料クーポン券」をお送り
しました。
すでに今年度の市の婦人科検診マンモグラフィを受
けられた方で、まだ「無料クーポン券」を使用してい
ない方は、自己負担金500円をお返しします。（乳が
ん超音波検査は該当致しません）3月26日（金）が期
限です。お早めに下記までお手続きください。
〈無料クーポン券を送付した方〉
●子宮頸がん検診●
年齢
生年月日
20歳 S63.4.2～H元.4.1
25歳 S58.4.2～S59.4.1
30歳 S53.4.2～S54.4.1
35歳 S48.4.2～S49.4.1
40歳 S43.4.2～S44.4.1

●乳がん検診●
年齢
生年月日
40歳 S43.4.2～S44.4.1
45歳 S38.4.2～S39.4.1
50歳 S33.4.2～S34.4.1
55歳 S28.4.2～S29.4.1
60歳 S23.4.2～S24.4.1

問合せ・手続き

潮来市 かすみ保健福祉センター（島須777）
TEL 64-5240

問合せ・申し込み

鹿嶋市役所 環境経済部 商工観光課
TEL 0299-82-2911 内線 392 FAX 0299-84-1213

対象者

生活保護世帯及び平成21年度の市県民税
が【世帯全員非課税の方】

一部助成について

対象者

基礎疾患を有する方、妊婦、1歳から高
校3年生の年齢に属する方、65歳以上の
高齢者など、【優先接種対象者のみ】
※ 1回目の接種についてのみ2,000円を
助成します。
※ これから市内の医療機関で接種する方は助成券を
発行しますので、医療機関にご予約のうえ、かすみ
保健福祉センターまでお越しください。
※ 市外の医療機関で接種される方は、接種後に返金
しますので、下記のとおり手続きをお願いします。
手続きについて

3月31日（水）まで（期限厳守）
かすみ保健福祉センター（島須777）
持参する物
印鑑、預金通帳等口座番号のわかる
物、接種済証、領収書
（申請書をお持ちの方はご記入のうえ、かすみ保健福
祉センターまでお越しください。）
問合せ
潮来市 かすみ保健福祉センター TEL 64-5240
申請期限

場

イ

所
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自然観察
日

時

場

所

講

師

内

容

持ち物

・

教

室

な

ど

野鳥観察会

3月20日(土) 午前10時～正午
水郷県民の森 ビジターセンター前集合
岩本 昌憲（潮来野鳥の会副会長）
冬の県民の森を散策しながら、大膳池など
で渡り鳥の観察など
飲み物等

問合せ・申し込み

演題

問合せ

場

問合せ

申請の期限は3月31日までです。
全額助成について

学校開放事業体育施設
平成22年度第１期利用調整会議
3月26日（金） 午後7時～
会 場 中央公民館
「市立学校体育施設使用申請書」を下記
申し込み
まで提出ください。
申込締切
3月19日（金）
※平成22年4月～9月の期間で定期利用をご希望の団体
は必ずお申し込みください。
日

時

水郷県民の森管理事務所
TEL 64-6420 FAX 64-2085

第１１回 潮音寺こころの学校 春季公開講座
「まほろば塾・歴史文化講演会」
日

時

場

所

講

師

主

催

問合せ・申し込み

参加料

潮来市 中央公民館 生涯学習グループ
TEL 66-0660 内線 280

問合せ

3月27日（土） 午後2時～
潮音寺 講堂（潮来市日の出4－7）
演 題
石山春平 氏
逆境に学ぶ
まほろば塾・潮音寺こころの学校・歴史文
化講演会実行委員会
無料
水雲山潮音寺「こころの学校」事務局
TEL 66－0623

募

集

「噴水施設」の“名付け親”になりませんか？
噴水の完成予想図
モニュメント拡大図

続・スロートレーニング

ソフトバレーボール審判講習会参加者募集

ゆっくりなテンポで、楽しく安全に身体を鍛える健
康運動講座です。
実施日時
5/13・5/27・6/10・6/24・7/1・7/15･
7/29・9/2・9/16・9/30
会 場 レイクエコー（トレーニング室・多目的ホール）
講 師 勝又 明子さん
（厚生労働省所管 日本フィットネス協会公認インストラクター）
受講料 4,200円
募集対象及び定員 県民25人

ソフトバレーボールの普及とレベルアップの為の審
判講習会を開催します。
日 時 3月22日(月) 午前10時～正午
当日受付となります（受付 午前9時30分）
場 所 中央公民館 （3F 視聴覚室）
講 師 日本ソフトバレーボール連盟 公認リーダー
主 催 潮来市体育協会 ソフトバレーボール部
対 象 潮来市在住及び在勤者
参加費 無料
持ち物
筆記用具

ウォーキングでリフレッシュ
～新緑の水郷潮来花嫁コース～
5月15日(土) 午前10時～午後2時
（道の駅いたこ 9時30分集合）
【荒天時予備日】5月23日（日）
コース 道の駅いたこ→潮音寺→アイモア→あやめ
（13 ｷﾛ） 園→長勝寺→稲荷山公園→噴水施設→あや
め園→道の駅いたこ
参加費 昼食代・障害保険代 520円
募集人員
県民50人
申し込み
いづれも、3月16日(火)から受付開始
電話かFAXでお願いします。
※ 定員になり次第締切といたします。
詳細については下記までお問合せくだ
さい。
実施日時

前川と常陸利根川が合流する前川水門橋付近に、本市の新たなランドマークとして噴水施設を現
在整備しています。施設(上図)の噴水は、コイやナマズ、カニのモニュメント、ミスト、ポップ
アップなど不規則に出るしくみ。展望できるデッキも設け、イベントも開催します。子どもはもち
ろん、大人も水と遊べ、見ても楽しく、観光客と市民がお互いに集える憩いの場となります。
これからの観光拠点となるため、わかりやすく、見る人、遊ぶ人が親しみやすい『名称』を募集
いたします。 噴水施設の“名付け親”になってみませんか。
募集内容

応募規定

応募方法

前川水門付近に整備中（平成22年3月末完成予定）の噴水に、市のランドマークとしてわかりやす
く、見る人、遊ぶ人が親しみやすい名称を募集します。
所定の応募用紙に必要事項、①郵便番号、②住所、③氏名(ふりがな)、④電話番号、⑤噴水の名称
(ふりがな)、⑥名称をつけた説明､を明記してください。応募用紙は潮来市ホームページからダウ
ンロードのほか、各地区公民館、かすみ保健福祉センター、秘書政策課にあります。
※ 応募作品にご記入いただいた個人情報は噴水名称募集のみに使用し、その他の目的には使用しません。
FAX・メール・応募箱投函、あるいは秘書政策課まで持参してください。
応募点数は制限なし。（但し応募用紙１通につき１点とします。）
応募箱は、各地区公民館、かすみ保健福祉センター、秘書政策課にあります。

応募資格

市内在住、在勤、在学の方

応募締切

平成22年3月26日（金）午後5時まで（必着）

発

本市広報紙、ホームページにて発表します。（発表日は現在調整中）

表

そ の 他

潮来市 総務部 秘書政策課
〒311-2493 潮来市辻626番地
TEL 0299-63-1111 内線207 担当：茂木、大﨑
FAX 0299-80-1100 メール info@city.itako.lg.jp
市ホームページ http://www.city.itako.lg.jp/
広報いたこ情報版 3月14日発行 発行者 潮来市長

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
TEL 0299-73-2300 FAX 0299-73-3925

精神障害者デイケアの参加者を募集します
参加資格

採用された応募者には、記念品を進呈します。
応募いただいた名称の権利は市に帰属します。また、応募名称の一部を修正し採用することもあり
ます。

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

次のいずれにも該当する方
（1）潮来市内に住んでいて、精神障害を
お持ちの方
（2）主治医の了解が得られる方
（3）ご家族などの協力が得られる方
活動内容 原 則 と し て 、 月 に 2 回 （ 第 2 ・ 第 4 水 曜
日）開催します。
活動内容は、散歩、卓球、読書など、参
加者全員で話し合って決めます。
参加費用 無料（活動内容によっては実費がかかる
ことがあります。）
問合せ 潮来市 介護福祉課 介護福祉グループ
TEL 63-1111 内線 394

問合せ・申し込み

潮来市体育協会
部長 草野治夫

ソフトバレーボール部
TEL 090-3007-9534

｢嫁入り舟の花嫁さん｣
衣装着付け等を希望される美容室募集
5月下旬～6月下旬に開催するあやめまつり期間中の
土・日曜日に実施する｢嫁入り舟｣の花嫁・花婿・仲人
衣装の支度（着付け・髪セット・化粧等）業務の実施
を希望する美容室等を募集します。希望される方は説
明会にご出席ください。
説明会日時
3月23日（火）午後7時30分～1時間程度
場 所 潮来市役所 3F 議員控室
※ 説明会参加希望の方は3月19日(金）までに下記まで。
問合せ

水郷潮来あやめまつり実行委員会事務局
（潮来市 観光商工課内）TEL 63-1111 内線 244

潮来市野球スポーツ少年団
潮来レッズ 団員募集
小学生軟式野球チームです。随時見学、大歓迎です！
気軽に遊びに来てください。
募 集 小学校新１～新５年生の男女
前川運動公園
練習場所
練習日 土曜日：午後１～５時
日曜・祝日：午前９～正午
連絡先 潮来市野球スポーツ少年団
村田 090-3062-6754
塚本 090-3107-5047

総務省 電気通信サービスモニター募集

電話、インターネット等の電気通信サービスに関心
のある満20歳以上の方で、アンケート調査（年2回・全
員）会議出席（年1回・別途）が可能な方（謝礼有）
期間は6月1日～10ヶ月間
募集締切
4月2日まで（当日消印有効）
応募方法等、詳細については下記まで。
問合せ 総務省関東総合通信局 電気通信事業課
TEL 03-6238-1676
ホームページアドレス http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/
（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

