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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7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

　所得税の予定納税（第1期分）の納付期限は、8月2

日(月)です。納付が遅れますと、期限の翌日から納付

される日まで延滞税がかかる場合がありますのでご注

意ください。

○振替納税を利用している方

　8月2日(月)に指定の金融機関の口座から自動的に

納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確

認ください。

○振替納税を利用していない方

　金融機関又は所轄の税務署で納付してください。

納付税額が30万円以下の場合は、送付したバーコー

ド付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納

付することができます。また、インターネットを利

用して電子納税をご利用いただけます。

　詳しくは、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）

でご確認ください。

　廃業や業況不振、災害などの理由により、平成22

年6月30日(水)の現況で、平成22年分の「申告納税

見積額（年間所得や所得控除などを見積もって計算

した税額）」が、税務署から通知された「予定納税

基準額」よりも少なくなると見込まれる場合は、平

成22年7月15日(木)までに「予定納税額の減額申請

書」を税務署に提出してください。

　潮来税務署　TEL 66-6931

　自動音声に従い番号｢1｣を選択

　

　迫力ある「スライダープール」や楽しい「流水プー

ル」で夏を満喫しよう!

　　　　　7月17日(土)～8月29日(日)

　　　　　午前9時～午後4時30分

          ※荒天時は休園

　　　　　7月20日(火)・8月2日(月)・8月23日(月)

　　　　　香取市扇島1837-1（水生植物園隣）

　一般(高校生以上) 500円　小・中学生　　　 300円

　幼児(4歳以上)　　100円（付添いが必要です）

　※香取市民以外の方も自由に利用できます。(料金同上)

※障害のある方は受付で障害者手帳を提示すると料

金が半額になります

売店の出店は7月21日(水)からとなります。

　香取市教育委員会スポーツ振興課　TEL 0478-50-1221

　香取市民プール(開園期間中)   TEL 0478-56-0192

国民健康保険に加入している70歳以上74歳

までの方

①現在お持ちの｢国民健康保険高齢受給者証｣(水色の証

書)は、有効期限が平成22年7月31日となっておりま

すので、8月1日から翌年7月31日までの新しい受給者

証を7月下旬に送付します。

②期限の過ぎた受給者証は、住所や氏名が判別できな

いように細断し、処分してください。

①平成22年8月2日から平成23年7月31日の間に75歳になる

方については、有効期限が誕生日の前日となります。

②平成22年7月2日から平成22年8月1日までの間に70歳に

なる方の受給者証についても7月下旬に送付します。

　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ

          TEL 63-1111　内線131

　　　　　平成22年7月～12月

潮来市十番、十四番、日の出1丁目、日の

出2丁目、江寺、貝塚、築地、水原1区、水

原2区、水原3区、釜谷、大生、大賀、大生

団地、川尾団地内

　　　　　8年以上経過したメーター器

　　　　　市指定給水装置工事事業者

　潮来市水道事業給水条例により、給水適正の保持

を目的にメーター器の交換作業を行いますので、下

記の点にご注意ください。

①メーターボックス・止水栓上には物を置かない

でください。

②不在の場合も交換作業を行わせていただきます。

③メーターの交換に際して、料金の請求は一切し

ません。

　潮来市　水道課　TEL 63-1111　内線331～333

　　　　　　7月27日(火)

　午前の部　午前10時～正午

　午後の部　午後1時30分～3時30分

　　　　　　潮来市立中央公民館

　　　　　　チャーハン・みそ玉・デザート等の調理

　　　　　　午前の部・午後の部　各20人

　市内在住の小学生・中学生

(送迎は、ご家族の方が責任をもって行ってください)

　　　　　　500円(材料費)

　エプロン・三角巾

　　　　　　7月19日(月)　必着

　往復はがきに住所、氏名(ふりがな)、学年、電話

番号を記入のうえ下記までお申し込みください。ま

た、直接中央公民館窓口で申し込む際には、通常は

がき(返信用)をご持参ください。

　〒311-2423　潮来市日の出3-11

　潮来市立中央公民館　公民館グループ

　TEL 66-0660

　　　　　　8月27日(金)～9月24日(金)

　　　　　　毎週金曜日(計5回)

　　　　　　午後7時～9時

　　　　　　潮来グリーンランドゴルフ練習場(ララルー裏)

　　　　　　潮来市永山876　TEL 64-6184

　　　　　　潮来市体育協会ゴルフ部

　　　　　　先着20名

市内在住及び在勤のゴルフに興味のある

方。初心者大歓迎!!

　　　　　　3,000円(初回練習ボール代・保険料含)

中央公民館に備え付けの申込用紙に必要

事項を記入の上、参加費を添えてお申し

込みください。

　　　　　　8月20日(金)

　潮来市立中央公民館

　生涯学習グループ

　TEL 66-0660

　　　　　7月30日(金)　午後1時30分～4時

　　　　　かすみ保健福祉センター(1F多目的ホール)

　①午後1時30分～

　　【薬剤師講話】 ｢ジェネリック医薬品の正しい知識｣

　②午後2時15分～

    【健康講座】　 ｢体幹ダイエット法でスリムに変身｣

     講師　福田史子 氏(健康科学アドバイザー)

　③午後3時30分～

　　【ヘルシーティータイム】

　　　　　　　　　 ｢季節のヘルシースウィーツと飲み物｣

　託児所あり。子育て中のお母さんもぜひご参加ください。

　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　　　　　7月25日(日)　午前9時～午後2時30分

①ブルーインパルスによる曲芸飛行

　　　　　②基地所属航空機等の飛行及び地上展示

　　　　　③各種装備品の地上展示

　駐車場あり(基地内)ただし、台数に制限があるた

め公共交通機関をご利用下さい。ＪＲ石岡駅及び羽

鳥駅からシャトルバス(有料)を運行しています。

　※基地周辺道路において、一部交通規制があります。

　　　　　航空自衛隊百里基地百里  基地広報班

　　　　　TEL 0299-52-1331　内線2587

　　　　　URL http://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/

　　　　　7月16日(金)　午後1時30分～3時30分

　　　　　延方公民館

　「食生活におけるエコライフ」

　講　演　①生ごみの水分減量でごみを減らす

　　　　　②生ごみの堆肥化

　講　師　生ごみリサイクル全国ネットワーク事務局長　

　　　　　福渡和子 氏

　　　　　参加費無料。どなたでも参加できます。

　　　　　延方生活学校　代表  藤原　TEL 66-2138

　　　　　　7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

　　　　　　岡崎勝美 氏

　　　　　　飲み物、タオル、帽子など

　　　　　　20名(先着順)

　水郷県民の森管理事務所　TEL 64-6420  FAX 64-2085

イ ベ ン ト ・ 教 室 な ど

　毎年、農作業が盛んになる4月から9月にかけて、用水路やため池の水位が高くなり、場所によっては水深が1メー

トル以上になる場合があります。こうした場所に、子供が転落すると大事故に繋がります。

　痛ましい事故を防ぐため、子供たちが用水路や、ため池で遊ばないよう、ご家族で話し合っていただくととも

に、こうした場面を見かけたら、お声かけをお願いします。

～潮来市農政課・茨城県鹿行農林事務所～
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水道メーター器交換について

 第27回百里基地航空祭

　　第3回ふれあい イキイキ☆健康サロン

「環境問題CO2削減につなげる」勉強会の開催

自然・昆虫観察会

子ども料理講座の開催

所得税の予定納税（第1期分）の納付をお忘れなく！
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  潮来市ゴルフ教室  生徒募集!!
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用水路やため池で遊ばないでください！ ｢遊ばない｣ ｢遊ばせない｣ ｢近寄らない｣



　　　　　7月11日(日)　午後3時30分～5時

　　　　　潮来市立図書館(第2集会室)

　　　　　布浦万代 氏

　　　　　200円(資料代)

　　　　　源氏物語を語る会

          会長　吉川博子　TEL 67-5034

　　　　　①7月21日(水)　潮来市立中央公民館

　　　　　②7月23日(金)　潮来市立潮来公民館

　　　　　いずれも午前9時30分～11時30分

　　　　　小・中学生(先着10名)

　　　　　松﨑ちか 氏 (幼・小・中・高等学校教諭免許所持)

　　　　　無料

　　　　　宿題等の教材、飲み物

　　　　　　　　　NPO法人　こども空LOVE

　　　　　　　　　代表　松﨑ちか　TEL 66-0125

　　　　　7月17日(土)　午後2時～5時

　　　　　鹿嶋勤労文化会館(2階研修室)

　　　　　鹿嶋市宮中325－1　TEL 83-5911(代表)

　　　　　シンポジウム

　｢寝たきりにならないために　理学療法(士)ができること｣

　　　　　無料(事前の申し込みは不要)

　　　　　社団法人茨城県理学療法士会

　　　　　TEL 0299-58-5211

　7月31日（土）のヴィッセル神戸戦にホームタウン

デイズ「潮来の日」を開催します。

　潮来市内に在住・在勤・在学の小・中学生や65歳以

上の方、ファンクラブ会員を特別(無料)招待するほ

か、それ以外の方も1B指定席(先着順)またはサポー

ターズシートを1,000円でご優待します。

　また、当日はメインスタンドコンコースで潮来市の

PRイベントや地域特産品の販売等も行っています。ぜ

ひ、メインスタンドへお立ち寄りください!!

　　　　　7月31日(土)

　　　　　午後7時キックオフ（開場：午後4時）

　　　　　茨城県立カシマサッカースタジアム

市役所、かすみ保健センター、図書館、各公民館、

道の駅いたこ（試合当日はスタジアム

3ゲート横の赤い特設テントで配布）

　

　試合当日、上記の特設テントで 午後

2時30分から引換を開始します。

（市内在住・在勤・在学を証明できるもの、ファン

クラブの方は会員証を持参してください）

　鹿島アントラーズファンクラブ事務局　TEL 82-5555

　（午前10時～午後4時　月曜定休）

 潮来市では、環境にやさしい商品の販売やごみの減

量化・リサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗を

「エコショップ」として認定しています。認定には下

記の項目に該当する必要があります。

1） 環境にやさしい商品の積極的な販売

　　（エコマーク商品・再生品・リターナブル容器入り商品等）

2） 環境にやさしい商品コーナー等の設置

3） 包装紙等の簡素化や無包装化の呼びかけなどの簡

易包装の推進

4） レジ袋の削減のための買い物かご等持参の推進

5） 取り扱い商品の修理等の実施

6） 広告チラシ等への再生紙の使用

7） 空き缶の店頭回収の実施

8） 空きビンの店頭回収の実施

9） 紙パック容器の店頭回収の実施

10）トレイの店頭回収の実施

11）ＰＥＴボトルの店頭回収の実施

12）その他のごみ減量化・ﾘｻｲｸﾙ活動等環境に配慮し

た取り組みで市長が認めるもの

★エコショップに認定されると・・・

・認定証・認定ステッカーを交付します。

・シンボルマークを利用した広告を行うことができます。

　希望者は潮来市環境課で申請書を受け取り、必要事

項を記入の上、お申し込みください。

※認定にかかる費用は無料です。

　　　　　潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線252

　9月2日(木)　午後1時30分～4時30分（受付12時30分～）

　10月6日(水) 午後1時30分～3時30分（受付12時30分～）

　ホテル　マロウド筑波（土浦市城北町2-24）

　　　　　　8月13日(金)

　大学,大学院,短期大学,高校卒業

　　　　　　…1年以上の実務経験を有する者

　中学校卒業…2年以上の実務経験を有する者

※高等学校以上の土木工学または、これに相当する課

程を修了して卒業した者は実務経験を要しません。

　　　　　　4,000円(講習会手数料込)

　希望者は潮来市下水道課で受験申込書を受け取

り、必要事項を記入の上、必要書類等を添えてお申

込みください。

　潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線325

　　　　　　7月16日(金)～8月16日(月)まで

　　　　　　9月19日(日)

　　　　　　教養試験、適正検査、作文試験

　　　　　　鹿行広域消防本部(鉾田市安房1418-15)

　　　　　　昭和61年4月2日～

　　　　　　　　　　平成5年4月1日に生まれた者

　鹿行広域消防本部　総務課　TEL 0291-34-2119

　潮来消防署　　　　管理課　TEL 63-0119

　　　　　　7月13日(火)～7月22日(木)まで

　　　　　　(7月22日の消印有効)

　※申込書は必ず簡易書留郵便で提出してください。

　　　　　　9月22日(日)　教養・適正試験、作文試験

　　　　　　平成元年4月2日～

　　　　　　　　　　平成5年4月1日に生まれた者

　水戸地方裁判所事務局　総務課人事第一係

　TEL 029-224-8422  URL http://www.courts.go.jp/

○インターネット　7月20日(火)午前9時～

　　　　　　　　　　　　　 7月27日(火)午後5時　

○郵送　　　　　　7月20日(火)～8月3日(火)まで

　　　　　　　　　　　(8月3日の通信日付印有効)

　　　　　　9月26日(日)　教養試験、作文試験

　　　　　　東京都他9都市

　　　　　　昭和62年4月2日～

　　　　　　　　　　平成5年4月1日に生まれた者

　人事院事務総局人材局試験課　TEL 03-3581-5311 

　午前9時～午後5時(土・日曜日及び祝日を除く)

  URL http://www.courts.go.jp/

①どなたでも応募可能

②未発表の作品であること。異なる作品

であれば一人につき複数の作品の応募

が可能

ポスターのサイズはA1、A2、B2に限ります。

作品はなるべく折らないようにして、ポス

ターデザイン応募用紙に必要事項を記入の

上、郵送にて提出してください。

※詳細につきましては厚生労働省ホーム

ページをご覧ください。

　　　　　　7月30日(金)　必着

　〒100-8916　東京都千代田区霞が関1-2-2

  厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 指導係

  TEL 03-5253-1111 内線2865　

　URL http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/kaigo-day/index.html

法律相談、人権侵害、財産問題（財産分

割）、土地売買、名義変更、金銭貸借、

境界線（隣近所問題）、災害、損害など

　　　　　　潮来市社会福祉協議会　潮来市辻765番地

　　　　　　無　料

　　　　　　法律相談　    杉下　弘之　弁護士

　　　　　　心配ごと相談　大塚千世男　司法書士

電話にて予約状況を確認の上、潮来市社

会福祉協議会へ来所し、お申し込みくだ

さい。

※申込みは市内在住の方に限らせていた

だきます。

　　　　　

　潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

　いばらき就職・生活総合支援センター（ジョブカ

フェいばらき）では、毎週水曜日に就職活動のための

出張相談会を開催しております。　

  ご利用は全て無料ですので、お気軽にお立ち寄りく

ださい。

　　　　　平成22年4月1日～平成23年3月31日

　　　　　（毎週水曜日）

　　　　　午前10時～午後3時

　　　　　潮来市立中央公民館(第2学習室)

　求人票閲覧、各種就職相談、キャリアカウンセリ

ング、応募書類添削及び、各種セミナー（保護者向

け、地域企業情報等）も開催します

　茨城県労働政策課　　　TEL 029-301-3645

　ジョブカフェろっこう　TEL 0291-34-2061

　　　　　8月24日(火)　午前11時～午後3時30分

　　　　　神栖市保健・福祉会館(会議室)

　・低視力の児童・生徒及び保護者、担任の先生方

　・視覚障害を有する成人の方

　・視覚障害に関心のある方

　　　　　補助具等の展示・体験及び教育相談

　　　　　無料(事前の申し込みは不要)

　茨城県立盲学校　地域支援部

　TEL 029-221-3388  FAX 029-225-4328

 法律相談開催日 心配ごと相談開催日

 8 月 18 日（水） 8 月 4 日（水）

 9 月 15 日（水） 9 月 1 日（水）

広報いたこ情報版　7月11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）

応募方法

応募条件

受付期間

受付期間

受験資格

受験資格

応募方法

応募締切

申込方法

試験日時

講習会日時

応募締切

受験資格

応募方法

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

募　　　　　　集

　　～アントラーズホームタウンデイズ「潮来の日」開催～

平成22年度｢介護の日｣ポスターデザイン募集

日　時

特別招待・優待チケット引換券 備え付け場所

特別チケット交換所

場　所

場　所

場　所

試験日

試験日

受付期間

受験資格

場　所

試験日

規　格

内　容

場　所

相談料

担当者

内　容

時　間

期　間

場　所

日　時

場　所

対象者

内　容

参加費

受験料

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

環境にやさしいお店
エコショップを募集しています

平成２２年度　排水設備主任技術者の
講習会及び資格認定試験のお知らせ

鹿行広域事務組合消防吏員募集

裁判所事務官Ⅲ種試験

入国警備官募集

就職活動のための出張相談会

平成22年度県立盲学校　鹿行地区巡回教育相談会

　 法律相談・心配ごと相談について

相　　　　　　　　談

日　時

場　所

講　師

参加費

問合せ

講演｢若き日の光源氏と女君たち｣

日　程

時　間

対象者

参加費

講　師

持参するもの

問合せ・申込先

夏休み学習教室

日　時

内　容

参加費

場　所

問合せ

茨城県理学療法士会「平成22年度市民公開講座」


