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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8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

　マル福は，医療機関等にかかった際の医療費を助成

する制度です。対象者は妊産婦・乳幼児・ひとり親家

庭(母子・父子家庭)重度心身障害者等の方です。(所

得制限あり)

　マル福を受けるには、申請していただき審査・登録

が必要になります。

　登録後は月々の医療費(自己負担額)に限度額が設け

られます。

・外来　1回600円　月2回　1,200円まで(医療機関ごと) 

・入院　1日300円　月額　 3,000円まで

(薬代，重度心身障害者等の方は自己負担ありません)

○次の場合は、市役所窓口(3番)で手続きをしてください

　①健康保険証の記号番号や住所変更など、マル福受

給者証の記載事項等が変更になった場合

　②受給資格に該当しなくなった場合や、手帳の等級

が変更になり、認定内容に変更が生じた場合

　③県外の医療機関での受診や、マル福受給者証の非

提示受診など、マル福の受給期間中にマル福の適

用を受けずに受診した医療費の助成を受ける場合

　④潮来市単独「小・中学生が入院した場合の一部負

担金」の助成を受ける場合

　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ

　　　　　TEL 63-1111  内線133

　茨城県では、不妊専門相談センターを開設し、不妊

治療を実施している産婦人科医師、泌尿器科医師、カ

ウンセラー、助産師が、県内2ヶ所で無料相談をお受

けしています。

　完全予約制の個別面接ですので、どうぞお気軽にご

相談ください。

○ 相談日時

○ 相談の予約

　　　　　茨城県産婦人科医会　TEL 029-242-1130

　　　　　水郷まちかどギャラリー　TEL/FAX 63-3113　月曜日休館

　　　　　8月21日(土)　午後7時30分打上

　　　　　悪天候の場合は、翌日・翌々日に順延

　　　　　水郷北斎公園前(北利根川特設会場)

※水郷北斎公園内での事前の場所取り、及び当日の

  バーベキューは迷惑防止のため、禁止します。　 

　　　　　
～花火大会への協賛をお願いします～

　潮来に元気と活力をもたらす花火大会とするため、た

くさんの花火で水郷の夏の夜空を飾りたいと思います。

ご協力のほど、よろしくお願いします。

潮来市観光商工課、水郷潮来観光協会、

潮来市商工会にてお申し込みください。

　　　　　　8月11日(水)

　　　　　　個人　　　　　・・・ 3,000円から

　　　　　　商店等　　　　・・・ 5,000円から

　　　　　　企業・団体等　・・・10,000円から

　※10,000円以上の協賛者には特別協賛席(2名様分)

をご用意します。

　※口座振替をご希望の場合は、下記までお問い合わ

せください。

  水郷潮来花火大会実行委員会事務局

　(潮来市観光商工課内）TEL 63-1111　内線241～244

　茨城県及び潮来市では児童扶養手当を受給されてい

るお母さんの就労を支援するため、｢母子自立支援プ

ログラム策定事業｣を実施しています。

　母子自立支援プログラム策定員が、あなたの就労を

きめ細かくサポートします。

　なお、8月の児童扶養手当現況届けにともない、下

記のとおり就労・生活・修学資金等の相談窓口を開設

しますので、お気軽に相談にお越しください。

　　　　　8月11日(水)　午前10時～午後3時

　　　　　潮来市役所　相談コーナー2

　　　　　茨城県母子自立支援プログラム策定員

　　　　　茨城県鹿行県民センター　県民福祉課
          TEL 0291-33-6264(直通)
　　　　　潮来市福祉事務所　母子自立支援室
　　　　　TEL 63-1111　内線387

　　　　　8月19日(木)　午後1時30分～3時10分

　　　　　潮来市立中央公民館(大ホール)

　　　　　演題｢日々の暮らしの中の人権問題｣

　　　　　～差別をなくしていくために必要なこと～

　　　　　廣瀬和喜 氏(私学協会会長：東洋大学理事)

　　　　　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　住宅用土地を取得した日から2年以内に新築住宅を

取得されますと、その土地にかかる不動産取得税が減

額・還付される場合があります。(平成16年4月1日か

ら平成24年3月31日までに土地を取得した場合3年)こ

の減額は、申請により適用となりますので、土地の不

動産取得税をすでに納められた方で、減額申請のお済

みでない方は、早めに申請してください。

　このほか、既存住宅の取得につきましても、一定の

要件のもとで、不動産取得税が軽減される場合があり

ます。詳細につきましては、下記までお問い合せくだ

さい。

　茨城県行方県税事務所　課税第二課　TEL 72-0773

　URL　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/zeimu.htm

　借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐため、賃金業法が6月18

日から大きく変わりました。

○改正のポイント

　①年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができ

なくなります。

　②借入の際、基本的に｢年収を証明する書類｣が必要

となります。

　③法律上の上限金利が29.2％から借入金額に応じ

て、15～20％に引き下げられます。

　借金の返済は一人で悩まず、お早めに相談を！

　関東財務局　水戸財務事務所　多重債務相談窓口

　TEL 029-221-3190(平日 午前8時30分～12時、午後1時～4時30分)

　茨城県消費生活センター　

　TEL 029-225-6445(平日 午前9時～午後5時)

　個人事業者の方で、平成21年分の確定消費税額(地

方消費税を含みません)が48万円を超える方は、消費

税及び地方消費税の中間申告と納付が必要です。

　確定消費税額により中間申告と納付の回数や期限が

異なりますのでご注意ください。

　詳しくは、潮来税務署までご連絡いただくか、国税

庁ホームページをご覧ください。

　潮来税務署　TEL 63-1111　

　(自動音声に従い、番号1を選択)

　国税庁ホームページ　URL http://www.nta.go.jp/

　アントラーズが日頃の感謝を込め、潮

来市在住・在勤・在学の皆さんを特別に

ご招待・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

販売等を行う他、アントン君やいたこいぬなどのゆる

キャラが大集合!!

　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)

　　　　　J1リーグ 第16節　VS ヴィッセル神戸

　　　　　茨城県立カシマサッカースタジアム

  ○ご招待（無料）  　小中学生・65歳以上の方・

　　　　　　　　　　　ファンクラブ会員

　○ご優待（1,000円)　上記に該当しない市内在住・

　　　　　　　　　　　在勤・在学の方

　　　　　1B指定席（先着順）またはサポーターズシート

※試合当日、午後2時30分からスタジアム3ゲート横の

赤い特設テントで特別チケット引換を開始します。

観戦する方の市内在住・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ご持参ください。

　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）

　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

　　　　　潮来市立津知公民館(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

訂正とお詫び
　広報いたこ7月号(7月8日発行)、広報いたこ情報版
(7月11日発行)の掲載記事に一部誤りがありました。
お詫びして訂正します。
　訂正箇所は下記のとおりです。

広報いたこ7月号(7月8日発行)　18ページ
図書館だより(おはなし会予定表)
誤：8月 7日(土) → 正：8月14日(土)
誤：8月21日(土) → 正：8月28日(土)

広報いたこ情報版(7月11日発行)
就職活動のための出張相談会
誤：【場　所】潮来市立中央公民館
正：【場　所】潮来市立津知公民館

※今回の情報版で正しい内容の記事が掲載されております。

不妊専門相談センターの案内

問合せ

開設場所

県央
茨城県三の丸庁舎
(水戸市三の丸1-5-38)

県南
第1･3木曜日

第1･4日曜日

第2･3木曜日

地区

午後5時～8時

曜日・開設時間

茨城県県南生涯学習センター
(土浦市大和町9-1ウララビル5階)

午後2時～5時

第2･4日曜日 午前9時～正午

午後6時～9時

受付先

受付日時

茨城県産婦人科医会　TEL 029-241-1130

月曜日～金曜日　午前 9時～正午、午後 1時～ 3時
※木曜日に相談をご希望の場合は火曜日までに
　日曜日に相談をご希望の場合は木曜日までに受け付けしてください。

協賛金

日　時

場　所

場　所

入場料

日　時

場　所

時　間

内　容

期　間

座　席

第33回水郷潮来花火大会が開催されます

母子自立支援プログラム

鹿島アントラーズ　
ホームタウンデイズ「潮来の日」 開催！

個人事業者の消費税及び地方消費税の
中間申告と納付をお忘れなく！

医療福祉制度(マル福)について 人権教育研修会の開催について

水郷まちかどギャラリー展示案内

不動産取得税の減額について

賃金業法の改正について
就職活動のための出張相談会

申込方法

申込締切

問合せ

問合せ

問合せ

場　所

相談員

日　時

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

お知らせ

入場料展示内容催し物名期　間

入場料展示内容催し物名期　間

写真・資料

のぼり旗　等
潮来祇園祭禮展 無　料

写　真 無　料

7/31(土)

～ 8/ 8(日)

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4時まで　8/2（月）休館

8/17(火)

～8/22(日)
潮来写友会写真展

場　所

日　時

内　容

講　師

問合せ



自衛官募集

海上保安学校・海上保安大学校 学生募集

上級救命講習会 参加者募集夏休み英語教室

市民水泳大会 参加者募集

潮来市公営墓地 使用者募集

子育て広場 嘱託員募集

　市立幼稚園 夏期園庭開放について

親子の料理教室

　　　　　　子育て広場での遊びなどの指導（2名体制）

　　　　　　平成22年9月1日～平成23年3月31日

　　　　　　時給　900円

　　　　　　午前9時30分～午後3時30分

　　　　　　1日5時間　週4日勤務(交代勤務)

　　　　　　子育て広場（中央公民館・図書館）

　　　　　　保育士または幼稚園教諭免許有資格者

　　　　　　1名

　　　　　　8月6日(金)

①、②の書類を添え、嘱託員登録申請書

を市役所総務課に提出してください。

　　　　　　①履歴書　②資格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。

　潮来市　社会福祉課　子育て支援室　TEL 63-1111　内線386

　　　　　　①8月23日(月)　②8月27日(金)　

　　　　　　午前9時30分～11時

　　　　　　①潮来市立延方幼稚園園庭・ホール

　　　　　　②潮来市立うしぼり幼稚園園庭・ホール

未就園児(幼稚園や保育園に通っていな

いお子さん)とその保護者への園庭開

放・歌やリズム遊びへの参加等

　　　　　　未就園児とその保護者

　　　　　　30組（先着順）

8月17日(火)までに各園に電話またはFAX

でお申し込みください。FAXでお申し込

みの方は、お子さんと保護者の住所、氏

名、電話番号をご記入ください。

　潮来市立延方幼稚園　  TEL 66-2533  FAX 64-3569

　潮来市立うしぼり幼稚園　TEL 64-5766  FAX 64-5639

　せっかくの夏休み、親子で料理をしてみませんか？

バランスのとれた食事を楽しく作って、正しい食習慣

を身につけましょう。

　　　　　　8月28日(土)　午前9時30分～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　市内在住の小学生とその保護者

　　　　　　15組(先着順)

　　　　　　　　エプロン、三角巾(バンダナ等で可)、

　　　　　　　　筆記用具、親子1組につき米1合

　　　　　　無料

　　　　　　8月20日(金)

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　(潮来市かすみ保健福祉センター内)　TEL 64-5240

　　　　　　7月28日(水)～8月25日(水)の毎週水曜日

　　　　　　小学生　午後6時30分～午後7時10分

　　　　　　中学生　午後7時15分～8時

　　　　　　NPO法人 こども空LOVE(日の出3-5-11)

　　　　　　英語の基礎学習

　　　　　　無料

　　　　　　小学6年生 3名　中学1年生 5名

  　　　　　　　英語のノート、筆記用具、英和辞書

　NPO法人 こども空LOVE代表　松﨑ちか　TEL 66-0125

　　　　　　9月5日(日)　午前9時30分～

　　　　　　潮来市立市民プール(前川)

　　　　　　小学生以上の男女で健康な方

①自由形②背泳③バタフライ④平泳ぎ⑤

個人メドレー⑥25ｍビート板キック(小

学校低学年と50歳以上の方のみ)⑦フ

リーリレー⑧メドレーリレー

　　　　　　8月22日(日)　午後5時まで

潮来市民プールに備え付けの申込用紙に

必要事項を記入の上、お申し込みくださ

い。(リレーを除き1人2種目まで)

　　　　　　大人(高校生以上)：1,000円

　　　　　　小・中学生　　　：　500円

　　　　　  (保険・プログラム含む)

　　※リレー種目については、無料

　　※中学生以下の方は、監督または保護者の同意を

得てください。

　潮来市立市民プール　TEL 66-7511（月曜休館）

霊園の概要

募集予定区画数・使用料及び管理料

潮来市に住所登録されている方でかつ墓

地を所有していない方

8月16日(月)～8月27日(金)

午前9時～午後5時まで（土、日曜日を除く）

①墓地使用許可申請書(環境課窓口にありま

す。必要事項を記入して、押印してください。）

②住民票抄本、または外国人登録済証明

　申し込み期間終了後、ご連絡させていただきます。 

※申し込みは1世帯につき1区画のみです。

※募集区画場所は、現地で確認できます。（募集中の

表示があります）詳細については下記まで。

　潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線253

 

　　　　　　9月18日(土)　(午前9時から受付開始)

　　　　　  午前9時30分～午後6時30分

　　　　　　北浦公民館2階会議室

心肺蘇生法・AEDの使用法その他の応急

手当(実技中心)

潮来市、行方市、鉾田市に在住、在勤、

在学の方

　　　　　  15名(先着順) 

8月5日(木)から消防本部警防課で受付を

開始します。

電話またはメールにてお申し込みください。

　　　　　  無料

　　　　　　　　筆記用具、昼食

　　　　　　当日は動きやすい服装でお越しください。

　　　　　　受講者には修了証が交付されます。

　鹿行消防本部警防課　TEL 0291-34-8119

　MAIL rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

　　　　　　8月1日(日)、7日(土)、8日(日)

　　　　　　午前9時30分～午後4時30分

            (初日受付は午前9時～)

　　　　　　神栖市中央公民館

　　　　　　①救急法基礎講習会：心肺蘇生法、気道

異物除去

　　　　　　②救急員養成講習会：急病の手当、けが

の手当、搬送及び救護

　※①の講習会後に②の講習会を受講。合計3日間で

構成されています。

　　　　　　15歳以上の方

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　3,000円(教本・教材代・保険料)

　　　　　　　　筆記用具、昼食

当日は動きやすい服装でお越しください。

全日程(3日間)を受講された方には受講

証が、また、検定にて一定レベルに達し

た方には救急法救急員認定証が交付され

ます。

　日本赤十字社茨城県支部

　TEL 029-241-4516

　(午前10時～午後3時)

　　　　　　 ①航空学生(海上・航空)②一般曹候補生

　　　　　　 ③自衛官候補生(男子)④自衛官候補生(女子)

　　　　　　 ①高校卒業者(見込みを含む)で21歳未満の者

　　　　　　 ②～④18歳以上27歳未満の者

　　　　　　 ①②④　8月1日(日)～9月10日(金)

　　　　　　 ③　　　年間を通して随時受付中

　　　　　　 ①9月23日(木)、②9月18日(土)

　　　　　　 ③受付時にお知らせします、

　　　　　　 ④9月26日(日)～9月29日(水)

※試験会場は、別途各人へ通知します。

　詳細につきましては、下記へお問い合せください。

　小美玉市百里170(航空自衛隊百里基地内)

　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　TEL 0299-52-1366

　　　　　　 ①学　校　7月20日(火)～8月3日(火)

　　　　　　 ②大学校　8月26日(木)～9月7日(火)

　　　　　　 ①9月26日(日)　　

　　　　　　 ②10月30日(土)、10月31日(日)

学校は昭和62年4月以降、大学校は平成

2年4月2日以降に生まれた者で高等学校

を卒業した者、及び平成23年3月までに

高等学校を卒業する見込みの者

※インターネットによる申込が可能。試験会場、その

他詳細につきましては、下記ホームページを参照く

ださい。

　茨城海上保安部　TEL 029-263-4118

　鹿島海上保安署　TEL 90-0050

　URL http://www.jinji-shiken.jp/moushikomi.html

室温は28℃になるように冷房を調整し、

省エネにご協力ください。

種　別 永代使用料募集区画数

規格墓地第2種 3,000円

管理料(年間)

4 180,000円

種　別 区画面積 仕様

名　称

規格墓地第2種

ほりのうち霊園（潮来市堀之内1221番地3）

間口1.5m

3㎡ 更地 奥行2.0m

募　　　集

広報いたこ情報版　7月25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）

申込方法

申込締切

申込締切

申込方法

募集人数

募集人数

募集人数

勤務内容

雇用期間

審査方法

応募方法

応募資格

勤務形態

募集人数

募集締切

勤務場所

応募方法

募集人数

応募方法

募集種目

受付期間

受験資格

受験資格

受付期間

1次試験日

問合せ

問合せ

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

問合せ・申込先

問合せ・申込先

日　時

参加費

日　時

日　時 日　時

その他

場　所

場　所

場　所

対象者

対象者

日　時

場　所

内　容内　容

対象者

内　容

内　容

1日試験日

報　酬

参加費

参加費

参加費

場　所

対象者

内　容

持参するもの

持参するもの

持参するもの

申込期間

申込資格

必要書類

抽選日時及び会場

救急法講習会 参加者募集

募集人数

問合せ・申込先

その他

日　時

場　所

内　容

対象者

参加費

持参するもの


