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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5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

　5月31日(月)の午後3時ごろ、不燃ごみを収集中のパッ

カー車で、煙が上がり危うく火災となるところでした。

　今回の原因としては、天ぷら油を固めたものが金属

の摩擦と反応して発火したものでした。不燃ごみの中

に、可燃性ガスが残ったままのスプレー缶や、ガス(液

体)が入ったままの使い捨てライター、使い切れていな

い油類の缶などが火災を引き起こす原因となります。

　誤った分別が、大変な惨事を引き起こします。ルー

ルを守ってごみを出しましょう。

①ライターは、中身を完全に使い切ってください。

【赤いコンテナへ】

②スプレー缶は、中身を出し切ってから、穴を数カ所

開けてください。【赤いコンテナへ】

③天ぷら油を固めたものは、可燃ごみとして出してく

ださい。

　　　　　潮来市　環境課　TEL 63-1111  内線252

 医療費軽減に役立つ医薬品として注目されている

ジェネリック医薬品。そのジェネリック医薬品とは

どういう薬なのか？安心・安全に利用するためには

どうしたらよいのか？などの基本的な知識と利用法

を学んでみませんか。

 また、健康相談や童謡を楽しんで元気で健康な身

体を維持していくための健康サロンも実施します。

※健康相談を受けたい方は健康診断結果を持参して

ください。

　　　　　　6月20日(日)

　　　　　　午後2時～4時(午後1時30分受付開始)

　　　　　　潮来市立図書館　2階第2集会室

　　　　　　実川綾子先生(薬剤師　今川薬局潮来店)

　　　　　　かすみ保健センター保健師（健康相談などの実施）

　　　　　　志村の婦先生

　　　　　　60名程度

　　　　　　無料

　潮来市立図書館　TEL 80-3311

　FAX 64-5880　MAIL lib@itako.ed.jp

　自動車税の納期(5月31日)が過ぎております。納期

経過後は年14.6％(当初の1ヶ月は4.3％)の延滞金が加

算されます。納税をされていない方は、最寄りの金融

機関またはコンビニで、今すぐ納税してください。

　　　　　行方県税事務所　収税課　自動車税係

　　　　　TEL 72-0482

　住民サービスの向上、観光客の方々への情報提供を

目的として、5月末から市内全てのコンビニエンスス

トアにご協力いただき、観光ガイドマップ、広報紙の

配置を開始しました。

※第2、4日曜日に発行している、広

報「いたこ」情報版につきまして

は配置しておりませんので、ご注

意ください。

　農業用使用済み塩化ビニール及びポリエチレンの収

集・回収は、本年度も２回実施する予定（6月及び翌

年1月）です。年度登録制になっておりますので、排

出される方は事前登録をお願いします。

　6月10日(木)～6月18日(金)まで

　（土・日曜日除く）

　　　　　　　登録料2,000円、印鑑

　　　　　　　6月21日(月)

　　　　　　　午前9時～正午、午後1時～4時まで。

JAなめがた潮来ライスセンター(大

洲)・牛堀家畜センター(島須)

　潮来市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局

　(潮来市農政課内)　TEL 63-1111　内線264～266

　市内で撮影された番組が下記の日程で放送されます。

皆さん、ぜひご覧ください。

○『こんにちはいっと6けん』

　・6月17日(木)　午前11時5分～（NHK総合）

○『鶴瓶の家族に乾杯』

　前川清さんをゲストに迎え、撮影が行われました。

　・前編　6月21日(月)　午後8時～（NHK総合）

　・後編　6月28日(月)　午後8時～（NHK総合）

　　　　　潮来市　観光商工課　TEL 63-1111 内線243

　下水道へ天ぷら油やサラダ油などの食用廃油を流さ

ないで下さい。

○油は、下水道本管や宅内の排水管

へ徐々に固着し、管を詰まらせる

原因になります。

○浄化センターでは油の処理が困難

なため、処理を行う上で悪影響を

及ぼしてしまいます。

　フライパンの油は拭き取り、揚げ物で使用した油

は固めるなどの処理を行い、「可燃ごみ」として処

分して下さい。

　グリーストラップ（除害施設）に溜まった「油

脂」や「残飯カス」は定期的な清掃を行う必要があ

ります。日頃から、下水道へ油などが流れ込まない

よう十分な管理をお願い致します。

　潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線324、325

　初心者を対象にした講習（カヤック、水上バイク、ウ

エイクボードなどのマリンスポーツ体験も同時実施)

　　　　　　7月～9月の土・日・祝日

(時間は参加者の都合で調整、悪天候の

場合は中止となります)

　　　　　　潮来市大生　北浦スロープ

　　　　　　1回6名　

　　　　　　1人　2,000円(保険料等)

　　　　　　小・中学生は1,000円

　　　　　　水着又は濡れてもいい服装、運動靴

　　　　　　希望する日の1週間前までに下記へ連絡

　　　　　　潮来市体育協会　

　　　　　　マリンスポーツクラブ

　マリンスポーツクラブ

　担当　平井　TEL 090-2145-1112

　　　　　子どもとその保護者(先着5組)

　　　　　6月19日(土)午前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)

　　　　　梅を入れる袋

　　　　　(自分でおとした梅は、全て持ち帰れます)

　　　　　無料

　　　　　NPO法人 こども空LOVE代表　松﨑ちか　

　　　　　TEL 66-0125  

　　　　　　6月14日(月)～6月20日(日)

　　　　　　6月14日(月)～6月20日(日)午前10時～午後4時

　　　　　　潮来ふるさと館

組み紐、藍染、押し花、洋裁、編み物、

藤手芸、パッチワーク、七宝

　　　　　　無料

　　　　　　潮来市文化協会手工芸部

　　　　　　潮来文化協会手工芸部　

　　　　　　部長 榊原　TEL 62-2008

　平成23年度から小学校・中学校で使用される教科書

の展示会が開催されます。

6月18日(金)から7月1日(木)の14日間

（土・日曜も含む）午前9時～午後5時

　　　　　鹿行教育事務所

　　　　　鹿行教育事務所　鉾田市鉾田1367-3

　　　　　TEL 0291-33-6138

　　　　　6月19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)

　　　　　春の植物の観察など

　　　　　飲み物等

　　　　　水郷県民の森管理事務所

　　　　　TEL 64-6420  FAX 64-2085 

　　　　　9月12日(日)　陸上競技、フライングディス

ク、卓球、サウンドテーブ

ル、テニス、アーチェリー

　　　　　9月19日(日)　水泳

　笠松運動公園(ひたちなか市)、東町運動公園(水戸市)

6月30日(水)まで

※参加制限がありますので、詳細は介護福祉課まで

お問い合わせください。

　潮来市　介護福祉課　TEL 63-1111　内線394

　スポーツに快適な季節になりました。無理なく、楽し

く、健康に！バランスボールを楽しんでみませんか！

　　　　　毎月第2、4土曜日　午後8時～9時

　　　　　延方公民館大ホール

　　　　　会員 無料    一般 500円／回

　　　　　シューズ、タオル、飲み物等

　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
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　無料相談ですので、お気軽にお電話ください。

　　　　　　6月13日(日)　午後2時～5時

　　　　　　029-823-7930・029-835-0737

　　　　　　歯科医師

　　　　　　無料

　　　　　　茨城県保険医協会

　　　　　　TEL 029-823-7930  FAX 029-822-1341

　花いっぱい運動で素晴らしい成果をあげている地

域・団体・職場・学校を表彰します。きれいな地域づ

くりを目指して、日頃から皆さんが大事に育てている

花壇の参加をお待ちしています。

7月5日(月)までに、参加申込書に必要事

項を記入し、潮来市役所農政課にお申し

込みください。

※参加申込書につきましては、大好きいばらき県民会

議までお問い合わせください。

　潮来市　農政課　TEL 63-1111　内線266

　大好きいばらき県民会議　TEL 029-224-8120

　　　　　①8020高齢者よい歯のコンクール

　　　　　②父と子のよい歯のコンクール

①昭和5年3月31日以前の生まれで(80歳以上)、ご自

分の歯を20本以上お持ちの方（治療されていても

結構です）

※本コンクールで入賞歴のある方の再応募はご遠

慮願います

②満3歳～6歳、かつ、平成16年4月2日～平成19年4

月1日生まれのお子さん(未就学児)と父親。お子

さんは虫歯がなく歯列等にも異常がないこと。父

親については初期虫歯で治療が済んでいる場合は

差し支えありません。

　はがきまたはFAXで、郵便番号・住所・氏名・生年

月日・電話番号・かかりつけまたは最寄の歯科医院を

記入し、下記まで送付ください。

　　　　　　7月21日(水)必着

　〒310-0911　水戸市見和2丁目292-1

　茨城県歯科医師会8020 事業係

　TEL 029-252-2561　FAX 029-253-1075

　　　　　　嘱託員(幼稚園講師)

　　　　　　1名

　　　　　　潮来市立うしぼり幼稚園(潮来市堀之内984-1)

　　　　　　園児の保育

幼稚園教諭免許を持つ、市内または近隣

に在住の方

　　　　　　月額180,000円

　　　　　　平成22年9月1日～平成23年3月31日

　　　　　　午前8時～午後5時(休憩1時間)

　　　　　　月曜～金曜日(週5日勤務)

　　　　　　土・日・祝日及び冬休み・春休み等

　　　　　　(雇用期間に応じた年次休暇あり)

健康保険･厚生年金保険･雇用保険･労災

保険に加入

①、②の書類を添え、登録申請書を市役所

総務課に本人が直接提出してください。

①履歴書(登録期間内に内容変更があっ

た場合は、再提出となります)

　　　　　　②資格等を証明する書類の写し

登録者の中から厳正な審査(面接及び書

類審査等)を実施した上で、任用される

方に対して通知します。

　　　　　　6月30日(水)　午後5時まで

　潮来市 社会福祉課 子育て支援室

　TEL 63-1111  内線386

　　　　　　5名程度

　　　　　　潮来市内学童クラブ

　　　　　　学童クラブでの指導

　　　　　　7月21日(水)～8月31日(火)

※土・日曜日、お盆(8月13日～16日)は

お休みです。

　　　　　　午前9時～午後5時

　　　　　　750円

児童の育成に熱意と体力のある方で資格

は問いません。

　　　　　　(学生アルバイト可)

履歴書を潮来市役所社会福祉課までご持

参ください。(郵送可)

　　　　　　6月14日(月)～6月25日(金)

　〒311-2493　潮来市辻626 

　潮来市役所　社会福祉課　子育て支援室

　TEL 63-1111　内線386

広報いたこ情報版　6月12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）

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

２．試験の方法
　試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ行います。
　(1)  第１次試験

　   （注）1．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。　
　　　　　 2．作文については、教養試験が基準点に達しない方については採点しません。
　(2) 第２次試験　　適性検査等、口述試験等とします。
　(3) 資格調査　　　受験資格の有無等について調査します。　
３．試験日及び試験場

４．合格者の発表
　(1) 第１次試験合格者の発表は、10月上旬に掲示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。
　(2) 最終合格者の発表は、12月上旬に掲示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。
５．給　　与
　　給与は、潮来市職員の給与に関する条例規則に基づき支給されますが、例えば学校卒業直後に採用され
た場合は、次のとおりです。（平成22年4月1日現在）

６．受験手続及び受付期間　
　(1) 申込用紙の請求 
　　　申込用紙は市役所総務課に請求してください。
　　　郵便で請求する場合は、封筒の表に職員採用試験申込用紙請求と朱書し、書留等の確実な方法をとっ

てください。なお、次のものを必ず同封してください。
　　　・Ａ４判サイズの返信用封筒（角形２号）（※あて先を明記して120円分の切手を貼ること）
　　　・受験する職種(一般事務)、試験区分(Ａ大学卒、Ｂ短大卒・高校卒等)を明記した書類（様式任意）
  (2) 受験申込先    〒311-2493　茨城県潮来市辻626番地
　　　　　　　　　　潮来市 総務課 人事・行政グループ
  (3) 受付期間　　　7月1日（木）～7月30日（金）　土日・祝祭日は除きます。
      申込みは月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までとし、郵便の場合は7月30日必着です。
　(4) 提出書類等　　ア　申込書　　１部（所定の申込用紙を使用してください。）
　　　　　　　　　　　　受験票に貼付する写真のほかに、写真１枚を添えてください。
　　　　　　　　　　　　なお、写真の裏には２枚とも氏名を記入してください。
                　　イ　長３サイズの定形封筒（受験票送付用）（※あて先を明記して380円分の切手を貼ること）
　　　　　　　　　　ウ　受験料　　不要　　
７．採用の時期について　　採用期日は、平成23年4月1日を予定しております。
８．そ　の　他　　　　　　受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。   

　　◎　問合せ　　潮来市 総務課 人事・行政グループ
　　　　　　　　　　６３－１１１１　内線２２１～２２３
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問合せ

募　　　　　　集

よい歯のコンクールに応募しませんか？

花と緑の環境美化コンクール参加者募集

  潮来市立幼稚園嘱託員(臨時)を募集します。

勤務先

時　給

勤務先

内　容

対　象

勤務日

休　暇

報　酬

潮来市学童クラブ長期休業日（夏休み）指導員募集

平成22年度潮来市職員（平成23年４月採用）試験案内
申込受付期間　７月１日（木）～７月30日（金）

教養試験

（作文を含む）

Ａ
大学卒

試　　験

一般的知識、知能について大学で履修した程度の問題について、択一式による
筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

Ｂ
短大卒・高校卒等

内　　　　　容

一般的知識、知能について高校で履修した程度の問題について、択一式による
筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

給 料（基本給）月 額

学　　　歴 短　大　等高 等 学 校

１４４,５００円

大　　　学

１７８,８００円１５８,７００円

区　　分 第 １ 次 試 験

日　　時 9月19日（日）

第１次試験合格者に通知します

平成22年11月中旬頃平成22年10月下旬頃

（2）口述試験等（1）適性検査等
第 ２ 次 試 験

試験会場
茨城大学

（水戸市文京2丁目1番1号）

一般事務

採用予定人員

６名程度

職種区分 受　　験　　資　　格
昭和56年4月2日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込
みの者

相談料

日　時

回答者

受付番号

歯の何でも電話相談

問合せ

相　　　　　　　　談

問合せ・申込先


