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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4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4月から、お勤めされていた会社等をやむ

を得ず離職された方に対して、国民健康保険税が軽減

されます。

　　　　　次の①～③全ての条件を満たす方

①離職年月日が平成21年3月31日以降であること。

②離職時点で65歳未満であること。

③雇用保険の特定受給資格者(例：倒産・解雇などに

よる離職)または、特定理由離職者(例：雇い止めな

どによる離職)であること。

※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証、船員保険

法による受給者については軽減の対象となりません。

国民健康保険税は、前年の所得などにより算定され

ます。軽減は、前年の所得をその30／100とみなし

て行います。

離職日の翌月の属する月から、その月の属する年度

の翌年度末までとなります。

軽減対象者の国民健康保険被保険者証、雇用保険受

給資格者証(原本)、印鑑

　資格に関すること　 潮来市市民課　国保年金グループ

　　　　　　　　　　 TEL 63-1111　内線131

　国保税に関すること 潮来市税務課　

　　　　　　　　　 　TEL 63-1111 　内線123

　あやめ園シャトルバスを今年も運行します！！

　　　　　あやめまつり期間中の毎週土・日曜日

　　　　　道の駅いたこ　水郷潮来バスターミナル　潮来駅

　　　　　午前10時～午後4時まで(約30分間隔)

　　　　　無料

※フリーライドではないため、上記停留所以外では停

車しません。

※いたこ市内無料送迎バスいたこ号はあやめまつり期

間中も通常運行します。

　　　　　道の駅いたこ　潮来市市前川1326－1

　　　　　TEL 67-1161　　担当　森内

　　　　　　「水郷作家展」～小堀進と水郷の作家たち～

　　　　　　小堀進及び水郷の作家7名による絵画展

　　　　　5月25日(火)～6月27日(日)　休館日なし

　　　　　午前10時～午後6時

　　　　　無料

　　　　　NPO法人　水美研

　　　　

　水郷まちかどギャラリー

　潮来市潮来182-3　TEL 63-3113

　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。

　　　　　6月2日(水)、6月16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

 登記、供託、戸籍・国籍、人権保護など法務局の取

り扱う業務全般について、法務局職員及び人権擁護委

員が相談に応じます。(秘密厳守・相談無料)

　　　　　6月6日(日)　午前10時～午後4時

　　　　　(ただし受付時間は午後3時まで)

　　　　　チェリオショッピングセンター(2階チェリオホール)

　　　　　鹿嶋市宮中290－1

　水戸地方法務局総務課　TEL 029-227-9911

　　　　　午後1時から4時まで

　　　　　社会福祉協議会内　会議室　潮来市辻765

　※法律相談は弁護士、心配ごと相談は司法書士が担当します。
　※予約制となりますので、事前にご連絡ください。

　　　　　潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

　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。

　　　　　6月1日(火)午前10時～午後3時30分

　　　　　ショッピングプラザ　ララルー

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　　　　　6月25日(金)　午前10時～11時30分

　　　　　園庭、幼稚園内ホール

未就園児親子への園庭解放・おやつ(蒸か

しじゃがいも)

未就園児とその保護者(就園児・小学生は

ご遠慮ください。)

　　　　　　先着15組

6月18日(金)までに幼稚園に直接電話また

はFAXでお申し込みください。

上靴(子ども)、スリッパ(大人)をご用意く

ださい。

　潮来市立延方幼稚園　TEL 66-2533　FAX 66-3569

　　　　　7月21日(水)～22日(木)の2日間

　　　　　午前9時～午後4時30分まで

　　　　　鹿行広域事務組合消防本部会議室

　　　　　　70名

　　　　　　6月1日(火)から6月30日(水)まで

            ※ただし、定員になり次第締め切ります。

　　　　　　潮来消防署　潮来市大塚野1丁目13－2

　　　　　　TEL 63-0119

※申請書は、当消防本部ホームページからもダウン

ロードできます。

　http://business2.plala.or.jp/rokkou-j/syoubou/syoubou.htm

　潮来市では、下水道加入率向上による湖沼の水質改

善及び保護を推進しています。公共下水道・農業集落

排水下水道を使用出来る区域内において、まだ下水排

水の接続をされていないご家庭へ市嘱託の接続推進員

が、接続のお願いに伺います。

　　　　　平成22年4月～平成23年3月頃まで

　　　　　下水道供用開始区域内の未接続家庭

　　　　　(不在の場合は、訪問票を投函します)

※これらの訪問による金銭等の請求はありません。

　下水道課の職員を装った不審な訪問にはご注意下さい。

　潮来市下水道課  TEL 63-1111　内線324、325

 平成22年5月末までの体制

　毎週火曜日　　午前9時～11時　　 予約不要

　毎月第1火曜日 午後5時～7時  　  予約不要

 平成22年6月以降の体制

　毎週火曜日　　午後1時30分～3時　予約不要

　毎月第1火曜日 午後5時～7時　　　予約不要

　茨城県潮来保健所　保健指導課　TEL 66-2174

 法律相談開催日 心配ごと相談開催日

 6 月 16 日（水） 6 月 9 日（水）

 7 月 21 日（水） 7 月 7 日（水）
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　 潮来保健所における血液検査(性感染症・
　 肝炎検査)受付時間の変更について

お　　知　　ら　　せ
展示内容

展示会名

募集人数

募集人員

受付期間

通常検査

通常検査

夜間検査

夜間検査

受付場所

税理士による無料税務相談(6月)

法務総合相談所開設について

法律相談・心配ごと相談について

　潮来市立延方幼稚園園庭開放

いたこ市内無料送迎バス

あやめ祭り期間中のギャラリー展示について

平成22年度甲種(新規)防火管理講習実施案内

下水道接続推進員の戸別訪問について国民健康保険税軽減について

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

相　　　　　　　　談

問合せ・申込先



　茨城県指定文化財の旧所家住宅を公開します。旧所

家住宅は、曲屋状の農家住宅で、全国的にも珍しいと

いわれている居住部（広間・座敷・納戸）と土間部を

別棟とした分棟型の民家です。

　　　　　5月22日(土)から6月20日(日)までの

　　　　　毎週土曜日、日曜日

　　　　　午前10時～午後3時

　　　　　潮来市日の出4丁目（潮音寺となり）

　　　　　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　　　　　TEL 66-0660

　平成22年4月から潮来市役所総務課窓口で県民交通

災害共済加入受付を行っております。

　平成22年度の県民交通災害共済加入については、母

の会の皆様による個別訪問は行っておりません。そのた

め、県民交通災害共済に引き続き加入をご希望される

方は、大変申し訳ありませんが、市役所総務課で加入の

手続きを行ってください。よろしくお願いします。

◎会費について

◎共済期間について

　県民共済加入の申し込みをされた日の翌日から翌年

3月31日までが対象となります。例えば5月13日に申し

込みした場合、翌日5月14日から共済期間の対象とな

ります。そのため、加入申し込み当日や申し込み前に

交通事故等により被害を受けた場合は、見舞金の支給

対象にはなりません。 

　潮来市　総務課　TEL 63-1111　内線233、234

　就労支援相談を実施します。お気軽にご相談ください。

2ヶ月に1回　第2水曜日

午後1時30分～4時30分

　　　　　社会福祉協議会内　会議室　潮来市辻765

　　　　　市内在住の身体に障害のある方

※相談には、潮来市身体障害者福祉協議会の相談員が

相談にのります。（予約制）

　　　　　潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

  鹿行地域の水道水源である大切な北浦を一緒に歩い

てみませんか。また、カヌーの体験もできます。

　　　　　6月20日(日)午前8時30分～正午

　　　　　（受付開始午前8時）

　　　　　　鉾田市環境学習施設 エコハウス

　　　　　　（鉾田市安塚地先）

カヌー体験またはウォーキング（ゴミ拾い

含む）約7㎞　　　　　

　　　　　　200名（応募者多数の場合は抽選）

 ○カヌー体験

　　募集人員：40名

　　募集対象：小学3年生以上（小学生の方は保護者同伴）

　　参 加 費：1名当たり500円、持ち物：着替え

　　そ の 他：雨天時でも体験可能ですが強風の場合

中止の可能性有り

 ○ウォーキング

　　募集人員：160名

　　募集対象：小学生以上（小学生の方は保護者同伴）

　　参 加 費：1名当たり100円

　　持 ち 物：軍手・ゴミばさみなどをご用意ください。

　　　　　北浦水質レスキュー隊連絡会議

　　　　　　5月31日(月)

　 鹿行地方総合事務所　環境・保安課

　　　　TEL 0291-33-6056

　　　  FAX 0291-33-5638

　　　　E-mail:rokkose02@pref.ibaraki.lg.jp

　 潮来市　環境課　TEL 63-1111 内線251～253

　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

　当日の午前9時までに「あめんぼ」で受付してください。

　平日　　　　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

            　TEL 66-0660

　土日・祝日　潮来市ボート部事務局　　

            　TEL 090-1667-8993（高清水）

            　TEL 090-4524-1259（小　高）

広報いたこ情報版　5月23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）

　　　　　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

　　　　　7月4日(日)　午前8時30分開会

　　　　　潮来第一中学校　体育館

スポーツ保険に加入し、市内在住または

在勤の方で18歳以上の男女

　　　　　1チーム　2,000円

　　　　　先着16チーム

　　　　　　6月20日(日)　午後5時まで

中央公民館に置いてある申込用紙に必要事項を記入

し、参加費を添えて中央公民館に申し込みください。

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　TEL 66-0660

　体協ソフトバレーボール部　担当　草野

　TEL 090-3007-9534

　　　　　7月6日(火)

　　　　　J-GOLF・KASUMIGAURA(潮来市茂木)

　　　　　　先着180名(1チーム：4名以上7名まで)

　　　　　　セルフプレー　・10,000円/人

　(先着20名)キャディー付き・13,000円/人(4B)

　　　　　　　　　　　　　　14,000円/人(3B)  

(参加費・プレー費・食事・賞品代・パーティ代・消費税・利用税込み)

　　　　　　1チーム4名以上7名までによる団体戦。

　　　　　

・市内在住または在勤の方及び市内の各種団体で構

成するチーム。

・同一団体で複数チームの参加ＯＫ。

・3名以下の団体は近隣団体との混成を認める。

　　　　　　6月21日(月)

各地区公民館に備え付けの参加申込書に必要

事項を記入し、中央公民館または潮来グリー

ンランドゴルフ練習場に申し込みください。

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　TEL 66-0660 内線　276、277　FAX 64-6184

　潮来グリーンランドゴルフ練習場　TEL・FAX 64-6184

　J-GOLF・KASUMIGAURA　TEL 64-6661

　　　　　6月19日(土)～20日(日)

　　　　　群馬県片品村

　　　　　　20名（定員になり次第締め切ります）

　　　　　一般　大人21,000円　小学生以下19,000円

　　　　　会員　大人19,000円　小学生以下17,000円

　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

　県管理河川（一級河川指定区間、二級河川）で除草や

ごみ清掃を実施する団体へ、経費の一部を補助します。

県管理河川で除草やごみ清掃を実施する団体、グル

ープ等

傷害保険料、燃料費、軍手代、ゴミ袋代、草刈鎌

代、ほうき、熊手代、草刈機替刃代、（写真代、飲

料代、草刈機レンタル料）が対象となります。

　（ ）内については、制限があります。

※応募方法等については、6月中に下記へお問い合わ

せください。

　茨城県潮来土木事務所　河川整備課　TEL 62-3729

　平成元年4月2日～平成5年4月1日生まれの者

　　　　　　　高等学校卒業程度

寄りの税務署(総務課)、関東信越国税局人事第二

課または、人事院関東事務局

　6月22日(火)～6月29日(火)まで(土・日曜日は除く)

　郵送の場合は、6月29日(火)までの通信日付印有効。

　　　　　第1次試験　9月5日(日)

　　　　　関東信越国税局　人事第二課　試験係

　　　　　TEL 048-600-3111　内線2095、2097

　同年齢の幼児をもつ親の交流と子どもの育成を目的

としたサークルです。

　　　　　　年齢0～4歳位まで

　　　　　毎週金曜日の午前10時～正午

　　　　　中央公民館2階和室

※変更になる場合もあります。その際はあらかじめ

　ご連絡します。

　　　　　　公園遊び、工作

　　　　　　季節ごとのイベントやバス遠足もあります。

　　　　　毎月500円　保険600円（年間）　

　　　　　幼児サークルひまわり　

　　　　　代表　石橋　扶美　TEL 090-8721-0151

期　別 申　込　期　間
一　般

2月 1日 ～ 9月29日 ９００円

後　期

前　期 ５００円

中学生以下

会　　　費

４５０円 ２５０円9月30日 ～ 3月30日

平成22年　6月 9日（水）

　　　　　8月11日（水）

　　　　 10月13日（水）

　　　　 12月 8日（水）

平成23年　2月 9日（水）

　イタコシティレガッタ２０１０
　(第32回)参加者募集
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 　たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

　2010潮来市民ボート教室　開催

河川愛護団体募集！

税務職員(Ⅲ種)募集

　  幼児サークルひまわりメンバー募集

　 新緑の尾瀬ハイキング参加者募集

　　第20回潮来市内対抗ゴルフ大会参加者募集

　　第16回潮来市民ソフトバレーボール大会
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江戸時代の古民家 特別公開 

県民交通災害共済加入の手続について

就労支援相談事業について

問合せ

問合せ・申込先


