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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成22年度 第3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

　平成22年度分からコンビニで税金(市県民税、固定

資産税、軽自動車税、国民健康保険税)・料金(介護保

険料、後期高齢者医療保険料)の納付が可能となりま

す。24時間、いつでも納付は可能ですが次にあげる納

付書はコンビニで納めることはできませんので、これ

まで同様、市役所または金融機関で納めてください。

・コンビニ仕様のバーコードのないもの

・バーコードが読み取れないもの

・納付書1枚あたりの金額が30万円をこえるもの

・納期限を過ぎたもの

・金額を訂正したもの

※平成22年度分から納税通知書・納付書の様式がブッ

ク式(綴込み)から単票に変更となりますので、納付

書の紛失や領収書の保管にご注意ください。

　障害を持つ本人が使用する軽自動車、もしくは生活を

共にする方が障害を持つ方のために使用する軽自動車

の場合、軽自動車税の減免制度があります。減免を受け

ようとする方は、下記書類を添えて提出してください。

　なお、減免できる軽自動車は1台です。ただし、普

通自動車（県税）で減免を受けている場合は該当にな

りません。障害の等級によって一定の要件があります

ので、詳しくは下記へお問合せください。

(1) 軽自動車税減免申請書（税務課にあります）

(2) 身体障害者手帳または療育手帳、戦傷病者手帳、

　　精神障害者保健福祉手帳

(3) 運転免許証のコピー（表･裏）

(4) 車検証のコピー

(5) 軽自動車税納税通知書

(6) 印鑑

※昨年度減免を受けている方で、車種・所有者・障害

者手帳等に変更がない場合、今年度より下記の申請

に変更となります。

(1) 軽自動車税減免用件等確認書(該当者に送付します)

(2) 印鑑

　　　　　　平成22年5月24日(月)

　潮来市　税務課　TEL 63-1111　内線125、126

　市内あげての清掃大作戦です。5月は、関東地方全

域で「環境美化運動の日」を設定して、環境美化運動

を実施しています。当日は、市民の皆様のご理解とご

協力をお願いいたします。

　　　　　5月16日（日） 小雨決行

※延期の場合、当日の朝7時に防災無線で

放送します。(延期5月23日)

　　　　　市内全域

　　　　　市内全域の清掃や空き缶拾い

　潮来市 環境課　TEL 63-1111 内線251～253

　毎日の暮らしの中で、役所の仕事についてお困りの

ことがありましたら、お気軽にご相談ください。無

料・秘密厳守。

　　　　　相談所の開設は5月19日(水) 午後1時～3時

　　　　　①津知公民館(学習室)　

　　　　　②牛堀公民館(相談室)　 

　　　　　　①木内　洋子氏　　②明間　愛子氏

　　　　　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111　内線205

　税金の専門家である税理士による無料税務相談です。

相続税、贈与税、消費税、所得税などの税金の相談や個

人事業・法人の創業に関する相談にご利用ください。

　　　　　5月19日(水)

　　　　　午後1時30分～4時30分

　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター2階

　　　　　事前にご予約をお願いします。

　関東信越税理士会　潮来支部　TEL 84－7339

●休日夜間の納税・納付相談を実施します。

　5月17日(月)～23日(日)にかけ、下記のとおり休

日・夜間の納税相談を実施します。納税にかかわる相

談のほか、市税等の納付もできます。

　期間中、滞納がある方のお宅には、通知・電話によ

る催告や職員が直接訪問して納付を求めることとなり

ますので、お手元の納付書をもう一度確認していただ

き、まだ納付していない場合は、お早めに納付をお願

いします。

　自動車税は毎年4月1日現在の所有者(登録名義人)に

課税されます。お近くの金融機関、コンビニエンススト

アまたは県税事務所で納期限までに納税してください。

　また、領収書と継続検査用(車検用)の納税証明書は、車

検のときに必要となりますので大切に保管してください。

　　　　　茨城県行方県税事務所　TEL 72－0482

　今年で第59回を迎える水郷潮来あやめまつりが5月

22日(土)から開催されます。市民と観光客に喜ばれる

あやめ園にするために清掃作業を行いますのでご参

加、ご協力をお願いします。

　　　　　5月16日(日)　午前10時～11時

　　　　　(荒天の場合は中止となります)

　　　　　　前川あやめ園ろ舟乗り場

　　　　　園内の除草及び清掃、補植等

除草道具は各自持参、作業のしやすい服装

でお願いします。中止の場合は午前7時に

防災無線でお知らせします。

　潮来市　観光商工課　TEL 63－1111　内線244

　潮来応援団では、きれいな水郷をめざして前川周辺

のゴミ拾いを櫓舟も使って実施します。団員の方は

もちろん、当日入団もできますので興味のある方は

奮ってご参加ください。

　　　　　5月16日(日)午前11時集合

　　　　　　前川あやめ園ろ舟乗り場

　　　　　　(応援団のぼり旗が目印です)

　　　　　軍手、ゴミばさみ等

　　　　　潮来応援団事務局(潮来市秘書政策課内)

　　　　　TEL 63-1111 内線208

　潮来応援団ホームページ

　http://www.city.itako.lg.jp/ouendan/

　野焼は法律により禁止されています。農業者等の行

うもので例外的に認められる場合もありますが、近年

は社会状況の変化により通報や苦情の対象となること

が多く、違反に問われる場合もありますので、くれぐ

れもご注意ください。

　ご不明な点は担当窓口までお問い合わせください。

潮来市役所　環境課　TEL 63－1111　内線251～253

　現在、全国的に輸血用の血液が不足しています。

皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

　　　　　5月21日(金)午前10時～午後3時30分

　　　　　ホームジョイ本田　潮来店

　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　今年は5年に一度の国勢調査の年です。期日は、10

月1日基準日で全国一斉に行います。調査対象は、す

べての世帯です。

　調査の結果は、国や地方公共団体にお

ける各種行政施策での利用をはじめ、そ

の他の基礎資料を得ることを目的として

います。また、個人の生活設計や企業の

事業計画など様々な場面において利用さ

れています。みなさん、ご理解・ご協力

の程、よろしくお願いします。
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問合せ
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税理士による無料税務相談(5月)

清掃大作戦のお知らせ

市民あやめ園整備事業の開催コンビニでの税金・料金の納付について

献血のお知らせ

平成22年「国勢調査」のお知らせ

野焼は原則禁止されています

自動車税は納期限(5月31日)までに納めましょう

軽自動車税の減免について

『平成２１年度市税等滞納整理強化期間』実施のお知らせ

相　　　　　　　　談

問合せ・申し込み

夜間納税相談

休日納税相談

実施日 開庁時間

潮来市役所１階

収税課

会 場

5月17日（月）～21日（金）

5月22日（土）・23日（日）

午後5時30分～7時30分

午前9時～午後4時



　　　　　5月23日(日)　午前11時30分開場

　　　　　茨城県立県民文化センター　大ホール

　　　　　無料・昼食を準備します

　　　　　※先着200名様に｢お楽しみ袋｣を差し上げ

ます。

　　　　　託児所あり。(事前予約の必要あり)

◆特別講演｢スイッチ・オンの生き方｣

　　　　　―遺伝子が目覚めれば人生が変わる―

　　　　講師　筑波大学　名誉教授　村上　和雄 氏

　茨城県看護協会　TEL 029-221-6900

　　　　　子どもとその保護者(先着5組)

　　　　　5月16日(日)9時30分～11時(雨天時中止)

　　　　　古高弘法大師(潮来市古高　松﨑ちか所有地)

　　　　　軍手、ビニール袋、いも苗(10本位)

　　　　　無料

　こども空LOVE代表　松﨑ちか　TEL 66-0125  

　　　　　5月15日(土)　午前10時～正午(約2時間)

　　　　　水郷県民の森　ビジターセンター前集合

　　　　　中村　紘(森村インストラクター)

　　　　　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 

  第17回潮来節おどりの響演『おどり連』を募集しま

す。サークルや会社関係、踊りの好きな方はどなたで

も応募できます。人数制限はありませんが、一連あた

り10～30名が理想です。

　　　　　6月12日(土)　午後3時～6時

　　　　　潮来駅前大会特設会場（あやめ一丁目地内）

おどり参加申込用紙に必要事項をご記入

のうえ大会事務局へお申込み下さい。

　　　　　　5月24日(月)必着

※潮来市ホームページからもダウンロードできます。

 潮来節おどりの響演大会事務局（潮来市観光商工課内）

 TEL 63-1111　内線241　FAX 63-3591

 URL http://www.city.itako.lg.jp/

　『おどり』のグループを募集します。サークルや会

社関係、踊りの好きな方はどなたでも応募できます。

　　　　　5月22日(土)～6月26日(土)の毎週土曜日

　　　　　午後2時～3時、午後7時～8時

　　　　　前川あやめ園内

申込用紙に必要事項をご記入のうえ事務

局へお申し込みください。

　　　　　　5月18日(火)必着(FAX、Eメール可)

※潮来市ホームページからもダウンロードできます。

　水郷潮来あやめまつり大会実行委員会事務局

　（潮来市観光商工課内）

　TEL 63-1111　内線241　FAX 63-3591

　URL http://www.city.itako.lg.jp/

　潮来市在住で身体障害者手帳を持っている方の組織

です。みんなで支え合い、会員同士の福祉の向上に努

めています。

　　　　　1,000円

各種相談事業・夏の集い・クリスマス

会・新年会・研修旅行など

　　　　　潮来市身体障害者福祉協議会　事務局　

　　　　　（潮来市社会福祉協議会内）

　　　　　TEL 63-1296　FAX 63-1265

　それぞれの個性や希望を大切にしながら就職のご支

援をします。詳細は下記までお問い合わせください。

　　　　　　毎週水曜日　午前10時～午後3時

　　　　　津知公民館　学習室

　　　　　いばらき就職支援センター

　　　　　TEL 029-300-1916・029-300-1715

　　　　　母子家庭の母及び寡婦

　　　　　　訪問介護員2級課程講習会

　　　　　　30名

　　　　　　6月27日(日)～11月21日(日)のうち、22日間

　　　　　講義、実技など

　　　　　　水戸市八幡町11－52

　　　　　　県立母子の家　母子福祉センター

　　　　　無料　

　　　　　有り(2歳未満は対象となりません)

　　　　　　5月25日(火)　当日消印有効

※申込方法等、詳細は下記までお問い合わせください。

　県立母子の家　母子福祉センター

　〒310-0065  水戸市八幡町11－52

　TEL 029-221-8497  FAX 029-221-8618

広報いたこ情報版　5月9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）

　　　　　　5月17日(月)から茨城県内保健所にて配布

　7月8日(木)及び9日(金)

　午前9時から正午まで及び午後1時から5時まで

　県内各保健所

　　　　　8月21日(土)

　　　　　　水戸葵陵高等学校(水戸市千波町)

　　　　　　茨城県立医療大学(稲敷郡阿見町)

　　　　　茨城県潮来保健所　衛生課　TEL 66－2116

 潮来市水泳スポーツ少年団は「おぼれる子を少しで

も無くそう・水難事故から生命を守ろう」と平成8年

に創立しました。

 泳げない子に泳ぎを教え、泳げる子には技能アップ

のために、指導員のもとで指導サポーター（ボランテ

ィアコーチ）をやっていただける方を募集します。

　　　　　潮来市民プール（前川）

　　　　　木曜日　午後6時45分～8時

　　　　　日曜日　午前10時～正午

着衣水泳・県スポーツ大会出場・市水泳

大会出場・救急法・記録会・親子レクリ

エーション等

　水泳に自信がある方（4泳法のうち1泳法でも可）

　年齢・性別不問（時間、曜日等、相談に応じます）

　潮来市水泳スポーツ少年団

　指導部長　内田　寛　　TEL 66-3362

　団　　長　大﨑　優子　TEL 090-7242-3125

　初心者・初級者を対象に「バドミントン教室」を開

催します。心地よい汗を流してみてはいかがですか。

　　　　　6月6日(日)～7月18日(日)(内7日間)

　　　　　午後7時～9時

　　　　　潮来市立中央公民館　体育室

　　　　　初心者・初級者

　　　　　（小学生は保護者の付添いが必要です）

　　　　　2,000円（小学生は1,000円)

　　　　　保険料・シャトル代他

　　　　　20名(定員になり次第締切）

　　　　　潮来市体育協会バドミントン部員

　　　　　屋内用シューズ、タオル、ラケットなど

中央公民館においてある申込用紙に必要

事項を記入し、参加費を添えて申し込ん

でください。

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　TEL 66-0660　内線276、277

　　　　　6月27日(日)午前8時受付(小雨決行)

　　　　　潮来市立ボートセンター「あめんぼ」

　　　　　1クルー:4,000円（中学生以下無料）

　　　　　　楽しく漕ぎたい方なら、だれでもOK

　　　　　　6月11日(金)午後5時まで

　※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　TEL 66-0660　内線276、277

 6月27日(日)に『イタコシティレガッタ』（1チー

ム：漕手4名・舵手1名）が開催されます。お友達・職

場の仲間など皆さんで参加してみませんか。

　教室には1名でも参加OK！ちょっとしたコツで見違

えるかも？ライバルに差を付けるチャンス！気軽に参

加してください。

　5月23日　6月6日・13日・20日の日曜日

　　　　　午前9時～正午まで

　　　　　潮来市立ボートセンター「あめんぼ」

　　　　　無　料

　平日　　　　潮来市立中央公民館 生涯学習グループ

            　TEL 66-0660　内線277

　土日・祝日　潮来市ボート部事務局　　

            　TEL 090-1667-8933（高清水）

            　TEL 090-4524-1259（小　高）

　小学生コース　毎週水曜日、金曜日開催

　幼児コース　毎週金曜日開催

　中学生コース　毎週水曜日開催

　成人コース　毎週火曜日、金曜日開催

5月7日（金）から練習開始（参加者は随時受付）

　　　　　潮来市民プール（前川） TEL 66-7511

金曜日 料　金

時　間 週1回幼児コース 月5,000円15:30～16:30

水曜日 料　金

時　間 週1回中学生コース 月5,000円20:00～21:00

水曜日 料　金

時　間
週1回水曜Ａコース 月4,000円17:00～17:50

週1回水曜Ｂコース 月4,000円18:00～18:50

金曜日 料　金

時　間
週1回金曜Ａコース 月4,000円18:00～18:50

週1回金曜Ｂコース 月4,000円19:00～19:50

火・金曜日 料　金

時　間 週1回成人コース 月5,000円20:00～21:00

週2回月6,000円

第46回いばらき看護の祭典
～看護の心をみんなの心に～

潮来市水泳スポーツ少年団
指導サポーター募集

イタコシティレガッタ２０１０
(第32回)参加者募集

バドミントン教室開催
気軽に『バドミントン』を始めませんか

自然体験をしよう！
～さつまいもの苗植えとさくらんぼ・野生いちご摘み～

申込締切

申込方法

2010潮来市民ボート教室　開催

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

申込み先

問合せ・申し込み

訪問介護員2級課程講習会の実施について

平成22年度調理師試験及び製菓衛生師試験
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場　所

申込締切

事業内容

開催日時

受講種目

募集人員

受講期間

講習会場

申込締切

申込方法

願書配布

願書受付

試験会場

応募資格

申込方法

活動予定

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

日　時

場　所

試験日

場　所

練習日

期　日

時　間

会　場

対象者

参加費

定　員

参加資格

日　時

場　所

参加費

開催日

時　間

場　所

参加料

指導者

持参品

年会費

場　所

対象者

内　容

受講料

託　児

イ ベ ン ト ・ 教 室 な ど

自然観察植物観察会

あやめまつりで『おどりを披露』してみませんか!

『潮来おどり』を踊ってみよう！

潮来市身体障害者福祉協議会　会員募集

いばらき就職支援センター出張無料相談

市民プール水泳教室参加者募集


