
ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成21年度 第22号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

 1．中学生の入院費も対象です

◇潮来市独自で医療費の助成（マル福制度）を行って

いた小学生の入院費が、小・中学生の入院費になり

ます。（ただし、食事代、自費分は含まれません。）

※一部自己負担とは、医療機関ごとに1日300円　同月

3,000円まで

※4月診療分から対象です。

いままでと同様に、領収書と支払先明

記のもの（銀行通帳等）を持参のうえ

申請してください。なお、支給日は、申

請日の翌月末になります。

 2．身体障害者3級に肝機能障害が追加されます

3．両親のいない子供を養育している配偶者のいない

後期高齢者医療制度の加入者も対象です

　潮来市　市民課　国保年金グループ

　TEL 63-1111　内線134 

 

　現在、月曜日(祝祭日の場合は翌日)と金曜日の午前

中を休館していましたが、4月からは両日ともに開館

します。開館時間に変更はありません。

　　　　　　月曜日～日曜日の毎日

　　　　　　午前10時～午後7時

　○毎月第3水曜日(館内整理日)

　○年末年始(12月29日～1月3日)

　○特別館内整理期間(年1回10日以内)

　○その他、館内の保守点検のため特別に休館する日

があります。

　4月からは、より一層図書館が利用しやすくなりま

す。ご利用をお待ちしております。

　　　　　潮来市立図書館　TEL 80-3311

　　　　　市立中央公民館　TEL 66-0660

　例年4月に、市税の口座振替をご利用の方に口座振

替領収済通知書を発送してきましたが、領収書は通帳

への記帳に代えるものとして平成21年度分より発送を

取りやめます。     

 口座振替領収済通知書が必要な方は、収税課窓口に

て交付しますのでお申し出ください。

 なお、軽自動車税（車検用）の口座振替納付済通知

書は今までどおり、6月に郵送します。

　　　　　潮来市　収税課　TEL 63-1111

　　　　　内線 127～129・136

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の

認知症等について専門医が相談に応じます。

　　　　　4月22日（木）午後3時～4時

　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　電話または、直接窓口でご予約ください。

　潮来市 かすみ保健福祉センター

　TEL 64-5240

　不動産の価格などの相談に無料でお応えします。

 日立会場 　4月5日（月）午前10時～正午

　　　　　　（日立市幸町1-21-1

　　　　　　　日立シビックセンター 5F　501号室）

 水戸会場　 4月1日（木）午前9時30分～正午

　　　　　　（水戸市中央1-4-1　水戸市役所 1Fロビー）

 土浦会場　 4月6日（火）午前9時30分～正午

　　　　　　（土浦市大和町9-1　ウララビル　5F）

 牛久会場　 4月2日（金）午前9時30分～正午

　　　　　　（牛久市柏田町1606-1

　　　　　　　牛久市中央生涯学習センター 2F　小講座室）

　　　　　　当日会場にてお申し込みください。

　社団法人　茨城県不動産鑑定士協会

　TEL 029-246-1222

　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。

　　　　　3月28日（日）午前10時 ～ 午後3時30分

　　　　　ショッピングプラザ ララルー　正面玄関前

　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5420

　明治、大正、昭和初めの花嫁衣装をお持ちの方、展

示場所として希望される方は、地域活性化のため、是

非ご協力ください。展示期間は、あやめまつり期間中

（5/22～6/27）です。

　水郷潮来花嫁衣装まちかど展示実行委員会　

　大川 良子　TEL 63-1721

 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。

　詳細については、下記ＵＲＬをご覧いただくか、直接お

問合せください。なお、「広報いたこ」4月号においても、

制度の概要をお伝えしますので合わせてご確認ください。

「潮来市企業立地ガイド」

ＵＲＬ：http://www.city.itako.lg.jp/ricchi_guide/index.html

（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。）

　企業立地促進のため、皆様からの情報提供をお待ちしています。

　潮来市　企業誘致推進室　TEL 63-1111　内線 218

　E-mail　uchi@city.itako.lg.jp 

　　　　　4月3日(土)　午前10時～　

　　　　　雨天順延4日（日）

　　　　　踊り・カラオケ・ギター演奏・模擬店など

3/28（日）～4/11（日）の桜まつり期間中は、夜10時まで

ライトアップします！　前川あやめ園にて、ろ舟特別運航

実施 4/3（土）・4/4（日）午前9時～午後4時　料金1,000円

　　　　　水郷潮来観光協会　TEL 63-3154

　　　　　潮来市商工会　　　TEL 80-3831

　　　　　4月4日（日）午前10時～午後3時　

雨天中止　開催時は午前8時に花火を打ち

上げます。

　　　　　前川あやめ園（あやめ第2児童公園）

大正琴・潮来ばやしの演奏や、カラオケ発

表会・潮来の踊り披露など

放課後子ども教室同時開催。昔遊びもあります。

　潮来市立潮来公民館　TEL 62-3522

　4月の展示内容をお知らせします。

　入館は無料ですので、皆さんでお越しください。

展示内容

　水郷まちかどギャラリー （NPO法人　水美研）

　TEL／FAX 63-3113 （月曜日休館）

　　　　　4月10日（土）・11日（日）

　　　　　午前8時30分～午後5時まで

　　　　　水郷県民の森ビジターセンター内展示

　　　　　山野草の展示　※山野草の販売もします。

　潮来山野草の会　榊原　TEL 62-2008　

　　　　　4月17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

　　　　　中村 紘 氏（森林インストラクター）

　　　　　春の緑芽の観察など

　　　　　飲み物等

　水郷県民の森管理事務所

　TEL 64-6420　FAX 64-2085

　3月25日（木）～4月14日（水）まで

　　　　　　　　5月9日（日）

　昭和55年4月2日以降に生まれた人で、学校教育法に

よる大学（短期大学を除く。）を卒業した人又は、人

事委員会がこれと同等と認める人。ただし、平成22年

10月１日から勤務可能な人に限る。

　茨城県警察本部警務課

　フリーダイヤル　0290-314058

　行方警察署警務課　TEL 0299-72-0110

募　　　　　　集

4/6(火)

～ 4/11(日)

催し物名期　間

フォト迷露

写真展2010

午前10時～午後6時

初日は午後1時から

終日は午後3時まで

午前10時～午後6時

終日は午後3時まで

展示時間

わかば押し花

教室作品展

4/23(金)

～ 4/25(日)

警察官採用試験　特別募集枠について

受験資格

問合せ

申込受付期間

第一次試験日

日　時

日　時

日　時

場　所

催し物

催し物

日　時

場　所

休館日

日　時

場　所

日　時

場　所

内　容

日　時

場　所

講　師

内　容

持ち物
第26回水郷潮来 権現山公園桜まつり

～花の交流会～

「第2回水郷潮来花嫁衣装まちかど展示」
へご協力ください

いよいよ４月１日からスタートします！
「潮来市企業立地成功報奨制度」についてこころの健康相談

（相談無料、秘密厳守）

お　　知　　ら　　せ

申し込み

申し込み

開館時間

申請の方法

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ 問合せ

不動産鑑定士による不動産無料相談会

献血のお知らせ

４月から、マル福の対象が増えます。

図書館の開館日が変わります

第35回 潮来公民館　さくらまつり

水郷まちかどギャラリー4月の展示内容

春の山野草展

自然観察　植物観察会

口座振替領収済通知書の発送取りやめについて

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

イ ベ ン ト ・ 教 室 な ど

相　　　　　　　　談



　潮来市商工会では、水郷潮来の貴重な観光資源であ

る「ろ舟」を操る「むすめ船頭」を募集します。ぜひ

ご応募ください。

①年齢は満18歳以上～満40歳以下

②心身ともに健康な方

③応募期間　3月16日（火）～4月9日（金）

※座学研修と実技研修が、数回あります。

第1回研修会予定　

　　　　　4月10日（土）午後7時30分

　　　　　潮来市商工会会議室

　潮来市商工会（牛堀17）　TEL 80-3831

 水郷潮来直販委員会（道の駅いたこの農産物直売所

出荷団体）では、年2回（4月及び10月）が入会月とな

ります。年間通して農産物を出荷できる方は、お申し

込みください。

　なお、当委員会では、朝

取り新鮮・安全・安心を

モットーに消費者のニーズ

にお答え出来るよう努力し

ております。

　　　　　　4月1日(木)～4月15日（木）

　　　　　水郷潮来直販委員会　

　　　　　道の駅いたこ事業部　農産物担当　前島

　　　　　TEL 67-1161

　新入社員やお客様対応部門の社員を対象に、接客・電

話対応マナーを取り入れ、実践形式で行う研修です。

　　　　　4月21日（水）午前10時～午後4時30分

　　　　　　　　　　　（受付　午前9時30分～）

岩下 宣子 氏

　　　　　鹿島商工会館3F　　　　　　　60名

　※　応募者多数の場合はユーザ協会会員優先

　　　　　一般　1人5,000円（当日支払い）・会員無料

　　　　　　4月14日（水）　定員になり次第締切

事業所名・住所・電話番号・FAX番号・参加者名を明

記の上、電話または、FAXでお申し込みください。

　日本電信電話ユーザ協会事務局　杉山

　TEL 0299-85-2894　FAX 0299-83-4057

 悠々塾は事業主体を高齢者クラブ連合会とし、各地

区との連携を図りながら、充実した事業を展開してき

ました。健康で豊かな人生をおくるために、悠々塾で

自分にあった楽しみをみつけませんか？

《講座内容》　年5回開催　午前10時～正午

　　①教養講座　（75名）　②歴史講座　　（40名）

　　③陶芸講座　（15名）　④コーラス講座（30名）

　　⑤川柳講座　（15名）　⑥カラオケ講座（35名）

　　⑦絵手紙講座（25名）

　　⑧社交ダンス講座（25名）　午後1時～3時

潮来市在住の概ね60歳以上の方

（市バス利用のため、必ず県民交通災害共済

に加入してください。）

　　　　　5,000円（材料費等実費有り）

中央公民館・潮来公民館

介護福祉課または、地区高齢者クラブ単

位会長宅にある申込書にご記入のうえ、

お申し込みください。

　　　　　　4月21日（水）

　潮来市高齢者クラブ連合会事務局（介護福祉課内）

　TEL 63-1111　内線390・391

　1　昭和56年4月2日～平成元年4月1日生まれの者

　2　平成元年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの

　　（1）大学を卒業した者及び平成23年3月までに大学を卒

業する見込みの者

　　（2）人事院が（1）に掲げる者と同等の資格があると認

める者

　　　　　　　大学卒業程度

　　　　　　　　4月1日（木）～4月14日（水）

　　　　　　　　※4月14日までの通信日付印有効　

《申込書は、最寄りの税務署でも配付しています》

　　　　　第1次試験　6月13日（日）

　　　　　第2次試験　7月20日（火）～27日（火）の

　　　　　　　　　　 いずれか1日

　　　　　（第１次試験合格通知書で指定する日時）

　　　　　関東信越国税局　人事第二課　試験係

　　　　　TEL 048-600-3111　内線2095　2097

広報いたこ情報版　3月28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）

ビジネスマナー研修

　潮来市体育協会剣道部では少年・少女の剣士を募集

しています。ぜひ、一度見学にお越しください。

　一般の方についても、随時募集しています。

 延方スポーツ少年団

　　　　　　毎週水・金曜日　午後6時30分～8時30分

　　　　　　潮来第二中学校　剣道場

　　　　　　久保木　裕　　TEL 66-2602

 日の出少年剣友会

　　　　　　毎週火曜日　　午後7時30分～9時

　　　　　　毎週土曜日　　午後6時30分～9時

　　　　　　火曜日　　潮来第一中学校　格技場

　　　　　　土曜日　　日の出小学校　体育館

　　　　　　額賀　守　　TEL 66-3000

　　　　　　　　　　　　携帯 090-4420-0743

 牛堀少年剣道愛好会

　　　　　　毎週月・水曜日　午後6時30分～9時

　　　　　　毎週金曜日　　　午後6時30分～7時30分

　　　　　　旧八代小学校　体育館

　　　　　　吉川 増夫　　携帯 090-4704-3553

　　　　　小学1年生～6年生・中学生・高校生

　　　　　小学生（週１回コース）

　　　　　　毎週水曜日　午後6時30分～8時30分

       　 小学生（週3回コース）

　　　　　　毎週水・金曜日　午後6時30分～8時30分

          　　　土・日曜日　午後2時～4時（月2回位）

　　　    中高生　週１回

　　　　　　毎週金曜日　午後6時30分～8時30分

日の出中央公民館テニスコート（水・金・土曜日）

潮来高校テニスコート（日曜日）

　　　　　　小学生　週1回コース　　6,000円

　　　　　　小学生　週3回コース　 12,000円

（前期・後期分割可）

　　　　　　4月7日（水）

　　　　　　午後6時30分～7時30分　中央公民館

午後7時30分～8時30分　日の出テニスコート

申込書に記入・捺印の上、年会費を添え

て入団式に来てください。

事前連絡不要。水曜日のみ見学・体験で

きます。

　潮来ソフトテニススポーツ少年団

　事務局　長野　TEL 090-2542-6959

              

　　　　　4月10日（土）～（毎月第2・第4土曜日）

　　　　　午後2時～4時

　　　　　一般の方500円／回・会員無料

　　　　　上野山 真佐子 氏

　　　　　4月28日(水)　午後1時30分～3時30分

　　　　　毎週水曜日(全25回)

　　　　　前川市民プール

　　　　　新郷 勝 氏

　　　　　　日本体育施設協会水泳指導管理士

　　　　　　30名

申し込みは、いずれについても下記までご連絡ください。

　いきいきITAKOスポーツクラブ　TEL 64-5886

　土曜日 午後1時～4時・日曜日 午前10時～午後4時

　昨年の万燈会は、地元の学校の協力による、「万燈

アート」でおおいに盛り上がりましたので、今年は、

広く、一般公募します。町内会、消防団、サークル、

学校（クラス）等ふるってご応募ください。

　　　　　　　　8/12（木）～8/16（月）の5日間

　　　　　　　　1日1チーム（万燈器は、最大千個まで。）

　　　　　　　　万燈アートのサイズ12ｍ×18ｍ

　　　　　　5月31日（月）まで

チーム名・代表者名・連絡先・希望日・

簡単なデザイン図をご記入の上、郵便ま

たは、FAX、メールでお送りください。

※　応募多数の場合は抽選

　〒311-2423　日の出4-7

　水雲山　潮音寺　万燈会実行委員会

　TEL 090-4968-0623　FAX 66-3499

　Eメール　mantoue@ivy.ocn.ne.jp

平成22年度「悠々塾生」募集　
～事業テーマは健康です～

平成22年度（第10期生）
潮来ソフトテニス スポーツ少年団　団員募集！

万燈アート公募について
テーマは「感謝」・「平和」です

新企画！ゆったりのびのび太極拳教室
身体をリラックスさせ、足腰の筋力アップ効果もあります！

受験申込期間

受講資格

開催場所

申込締切

申込締切

申込方法

募集人数

練習場所

募集人数

練習開始

申込方法

申込方法

受験資格

申込締切

試験の程度

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

受講料

日　時

練習日

場　所

日　時

参加費

講　師

日　時

場　所

講　師

講　師

場　所

会　費

試験日

国税専門官募集

少年・少女剣士募集

高齢者水中運動クラブ参加者募集

問合せ

問合せ

練習日

対　象

練習日

入団式

説明会

年会費

場　所

問合せ

問合せ

練習日

場　所

問合せ

問合せ

問合せ

万燈会の開催

むすめ船頭さん募集

日　時

場　所

応募規定

問合せ・申し込み

あなたも「道の駅いたこ」に農産物を出荷してみませんか
～水郷潮来直販委員会～

問合せ

申込期間

ゆうゆうじゅくせい


