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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14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

　

　11月は固定資産税第4期・国民健康保険税第5期の納

付月です。納期限は11月30日(火)となっておりますの

で、期限内の納税をお願いします。口座振替をご利用

の方は、口座の残高にご注意ください。

※市では、税の公平性を保つため、滞納処分(差押)を

　　行っています。

平成22年9月の滞納処分(差押)件数

　不動産16件・預貯金5件・生命保険2件・給与2件　計25件

           

　潮来市  収税課　TEL 63-1111　内線127～129

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の

認知症等について専門医が相談に応じます。

　　　　　　11月25日(木) 午後1時～2時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　無料

　　　　　　電話または直接窓口で、

　　　　　　　お申し込みください。

　潮来市かすみ保健福祉センター　

　TEL 64-5240

　

　11月および1月の「いきいき健康体操」の開催日が

変更となりました。保健予防カレンダーの内容と異な

りますのでご注意ください。

　なお、新規参加者も歓迎しますので、お気軽にご参

加ください。

　　　　　　11月29日(月)、12月13日(月)、

　　　　　　 1月25日(火)、 2月14日(月)、 3月14日(月)

　　　　　　午前10時～正午

　　　　　　かすみ保健福祉センター　

　　　　　　年齢、性別不問

　　　　　　誰でもできる簡単な体操です。

　　　　　　無料　　　

　　　　　　事前申込不要

　　　　　　

　潮来市かすみ保健福祉センターTEL 64-5240

　　　　　　

　　　　　　12月4日(土) 午前10時～正午

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　講演　｢子育てで　たいせつなこと」

　　　　　　講師　茨城キリスト教大学　飛田 隆　氏

　※お話だけでなく、親子で楽しめる体遊びも体験でき

　　ます。

　　　　　　子育て中の方・子育て支援に関心のある方

　※託児をご希望の方は事前に申し込みが必要です。

　いたこファミリー・サポート・センター　
　TEL 63-1111　内線387

　青少年のための科学の祭典は、子どもたちが実験や

工作を通して、科学の楽しさ、面白さ、不思議さを体

験する絶好の機会です。

　多くの皆様のご来場をお待ちしています。

　　　　　11月28日(日) 午前9時30分～午後3時30分

  ※入場は午後3時までとさせていただきます。

　　　　　潮来市立潮来第一中学校
 ※車でお越しの際は市役所駐車場をご利用ください。

ブースでの科学体験、サイエンスショーな

ど多数出展、参加費無料

　　　　　

　潮来市立中央公民館  TEL 66-0660

　　　　　11月28日(日) 小雨決行（延期 12月5日）

　　　　　市内全域の道路沿い等のゴミ拾い・清掃・

　　　　　空き缶拾い

  ※燃やせるごみと燃やせないごみを

　　分けて出してください。

　　　　　

　　　　　

　　　　　

　潮来市  環境課　TEL 63-1111　内線252

　    ◆『見すごすな　幼い子どもの　SOS』

　　　　　(平成22年度児童虐待防止推進月間の標語)

　児童虐待問題は、社会全体で解決しなければならな

い重要な課題です。虐待を受けたと思われる子どもを

見つけたときには、ためらわずに連絡(通告)してくだ

さい。あなたからの連絡が、子どもを虐待から守るた

めの大きな一歩となります。

　また、ご自身が出産や子育てに悩んだときには、窓

口に相談してください。

　潮来市　社会福祉課　TEL 63-1111　内線386

　午前8時30分～午後5時30分(土・日曜・祝日を除く)

　いばらき虐待ホットライン

　TEL 0293-22-0293(24時間受付)

　　　　　　

　　　　　　

　食事をしながら、精神疾患や生活面に関する各種相

談を受け付けます。お食事をするだけでも構いません

ので、お気軽にご参加ください。　　　　　　

　　　　　　12月8日(水) 午前10時～正午

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　市内在住で統合失調症、うつ病、その他

精神疾患をお持ちの方、またはその家族

　　　　　　無料

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　潮来市　介護福祉課　TEL 63-1111　内線394

　「市営あやめ駐車場｣(ショッピングセンターアイモ

ア側)における、映画の撮影にともない、下記の期間

の駐車場のご利用を一時停止させていただきます。利

用者の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

※映画の作品名についてはお答えできませんので、予

　めご了承ください。　　　　

          平成23年3月31日(木)まで

　　　　　

　いたこフィルムコミッション(潮来市観光商工課内)

　TEL 63-1111　内線243

　運動公園の整備にともない、下記の期間、前川運動

公園の全施設が利用できなくなります。皆さまのご理

解とご協力をお願いします。

　　　　　平成22年12月1日(水)～平成23年3月31日(木)

　　　　　

　潮来市 都市建設課　TEL 63-1111 内線320

　潮来市立中央公民館 TEL 66-0660

　　

　

　水郷まちかどギャラリー TEL 63-3113

　　　　　　11月27日(土)　午後2時～4時

　　　　　　潮音寺講堂(日の出4-7)

            講演「命ある限り｣

　　　　　　講師　山本 陽子　氏(女優)

　　　　　　1,000円

　　　　　　　　　　

　水雲山潮音寺　TEL 66-0623

○11月は個人事業税第2期分の納期です

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる個人の方

に、前年中の所得金額に対して課税される税金です。

　納期は、8月と11月の2期に分かれており、今月の納期

限は11月30日(火)です。期限内の納税をお願いします。

　なお、個人事業税の納税には『口座振替制度』があ

りますので、ぜひご利用ください。

○タイヤロック装着・自動車差押え

　県税事務所は、自動車税などの滞納対策として、タ

イヤロック装置を装着し、再三の納税催告に応じない

滞納者の自動車差押えを実施します。

　まだ納税されていない方は、至急納付をお願いします。

　　　　　

　茨城県行方県税事務所 収税課 TEL 72-0772

○野鳥観察会

　　　　　11月20日(土)　午前10時～正午

　　　　　水郷県民の森 ビジターセンター前

　　　　　園内にて渡り鳥などの野鳥観察

○自然とふれあう遊び

　　　　　11月21日(日)　午前10時～正午

　　　　　水郷県民の森 ビジターセンター前

　　　　　園内にて自然とのふれあい

          

　茨城県水郷県民の森　TEL 64-6420

　　　　　　12月17日(金)

　※やむを得ない理由がある場合を除く。　

　　　　　　

　地下鉄サリン事件、松本サリン事件、その他法律で

定められたオウム真理教による犯罪行為によって、

　①亡くなられた方のご遺族

　②障害が残った方　③傷害を負った方

※②、③については本人がすでに亡くなられている場

　合、そのご遺族が支給対象者となります。

　　　　　　

　詳細については、下記までお問い合わせ下さい。

　茨城県警察本部警務部警務課　犯罪被害者支援室

  TEL 029-301-0110  内線2671、2672

　

　就労・生活・修学資金等、ひとり親家庭の悩み事の

相談を受けています。お気軽にお問い合せください。

　　　　　　毎週月～金曜日 午前9時～午後5時

　茨城県鹿行県民センター　県民福祉課

　TEL 0291-33-6264

前川運動公園の一時利用停止について

問合せ

第12回 まほろば塾秋季公開講座

場　所

日　時

内　容

受講料

問合せ・申込先

「市営あやめ駐車場｣(ショッピングセンターアイモ

ア側)における、映画の撮影にともない、下記の期間

の駐車場のご利用を一時停止させていただきます。利

用者の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

※映画の作品名についてはお答えできませんので、予

　めご了承ください。　　　　

          平成23年3月31日(木)まで

　いたこフィルムコミッション(潮来市観光商工課内)

　TEL 63-1111　内線243

問合せ

運動公園の整備にともない、下記の期間、前川運動

公園の全施設が利用できなくなります。皆さまのご理

解とご協力をお願いします。

平成22年12月1日(水)～平成23年3月31日(木)

潮来市 都市建設課　TEL 63-1111 内線320

潮来市立中央公民館 TEL 66-0660

オウム真理教犯罪被害者等給付金について

申請期限

対象者

申請方法

問合せ・申請先

こころの健康相談(秘密厳守)

収税課からのお知らせ 潮来市デイケア相談会の開催について

親子で楽しむ子育て講演会

「いきいき健康体操」日程変更のお知らせ＆参加者募集

水郷まちかどギャラリー展示のご案内

水郷県民の森　自然観察会

県税事務所からのお知らせ

１１月は児童虐待防止推進月間です

お知らせ

参加費

場　所

日　時

時　間

対象者

対象者

対象者

参加費

参加費

場　所

日　程

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時

問合せ

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
第９回

なめがた写真研究会展
無　料

絵　画
写　真
彫　刻

無　料

11/16(火)～

11/21(日)

午前10時～午後6時　 終日は午後4時まで

午前10時～午後6時　 終日は午後4時まで

11/24(水)～

11/28(日)

第２回 ＧＧＧ

（ジースリー）展

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

内　容

内　容

場　所

日　時

内　容

場　所

日　時

内　容

申込方法

応募方法

申込方法

延期の場合のみ

 当日の朝７時に防災無線で

お知らせします

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

日　時

内　容

清　掃　大　作　戦

市営あやめ駐車場の一時利用停止について

期　間

問合せ

期　間
問合せ

　青少年のための科学の祭典は、子どもたちが実験や

工作を通して、科学の楽しさ、面白さ、不思議さを体

験する絶好の機会です。

　多くの皆様のご来場をお待ちしています。

　　　　　11月28日(日) 午前9時30分～午後3時30分

※入場は午後3時までとさせていただきます。

　　　　　潮来市立潮来第一中学校
※車でお越しの際は市役所駐車場をご利用ください。

ブースでの科学体験、サイエンスショーな

ど多数出展、参加費無料

　潮来市立中央公民館  TEL 66-0660

　　　　

　　　　時

問合せ

内　容

問合せ

青少年のための科学の祭典

ひとり親家庭の皆さんへ

日　時

問合せ・相談先

問合せ



　｢平成22年分の給与所得者の年末調整事務および法

定調書の書き方｣についての説明会を次の日程により

開催します。

※青色申告者である個人の方を対象とした｢青色決算

  説明会｣は別に開催されます。説明会にお越しの際

　は、11月上旬にお送りする封筒をお持ちください。

  

　潮来税務署　法人課税第一部門　TEL 66-6934

　平成22年1月1日から9月30日までに納めた国民年金

保険料の額を証明した｢社会保険料(国民年金保険料)

控除証明書｣が日本年金機構本部から11月上旬に送付

されます。申告の際には、必ずこの証明書や領収書が

必要になります。

※10月から12月までに納付された国民年金保険料につい

ては、来年1月下旬に同様の証明書が送付されます。

　ご家族の国民年金保険料を納付された場合は、納付 
　した方の社会保険料控除に加えることが出来ますの

　で、ご家族あてに送付された控除証明書を添付の
　上、申告してください。
　　　　　日本年金機構　控除証明書専用ダイヤル

  　　　　TEL 0570-070-117

  　　　　IP電話受電用  TEL 03-6700-1130

　

　          11月19日(金) 午前10時～正午

　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　300円(資料代)

　　　　　　事前申込不要

　　　　　　潮来友の会　TEL 66-3218

　脂質異常症、その合併症、栄養管理、薬などをわか

りやすく解説します。

　　　　　　11月20日(土) 午後2時～4時(1時開場)

            行方市麻生保健センター(麻生1570-1)

　○特別講演 ｢脂質異常症と動脈硬化

～オイシイ話には裏がある｣

  　講師　高橋 昭光　氏(筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科)

　○シンポジウム　①脂質異常症の食事について

　　　　　　　　　②脂質異常症の治療薬

　　　　　　無料

　　　　　　事前申込不要

　　　　　　水郷医師会　TEL 72-1433

　

　　　　　　11月23日(火) 午後1時～6時

　　　　　　賃金未払いやサービス残業など、労働ト

ラブルに関するご相談。

　　　　　　029-222-4515 / 029-222-4516

　　　　　　無料

　　　　　　茨城司法書士会　TEL 029-225-0111

　　　　　　12月4日(土)　

　　　　　　午後6時30分～9時(午後6時開場)

　　　　　　潮来公民館(大ホール)

　　　　　　楽しいお話のクリスマスコンサート

白澤 暁子　氏(ピアノ)、平松 英子　氏(ソプラノ)

近藤 良　氏(クラリネット)

　　　　　前売　2,000円　　当日　2,500円

　※前売り300枚・全席自由席。未就学児の入場はお

断りします。

　　　　　 　　　 

　水郷の音楽会実行委員会事務局

　担当　白鳥　TEL 62-2562

　NTT東日本では地球環境保護・資源の有効活用のた

め、｢古い電話帳から新しい電話帳へ｣の考えのもと、

古い電話帳のリサイクルを積極的に推進しています。

新しい電話帳を各家庭に11月中にお届けしますので、

その際古い電話帳を配達員へお渡しください。

　ご不在等で電話帳を回収できなかった方へは、改め

て回収にうかがいますので、下記へご連絡ください。

　

　タウンページセンター　TEL 0120-506-309

　　　　　　　

　親子で料理してみませんか？バランスのとれた食事

を楽しく作って、よい食習慣を身につけましょう。

　　　　　　11月27日(土) 午前9時30分～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　かじきとパプリカの蒸し焼き、トマトと

豆腐のサラダ、ミルクゼリーの調理

　　　　　　市内在住の小学生親子　

　　　　　　15組(先着順)

　　　　　　無料

エプロン、三角巾（バンダナ等で可）、筆記用具、

親子一組につき米1合

　　　　　　11月19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　TEL 64-5240

　水中で、体操やウォーキングを行い、健康アップや

体力維持を目指します。

　　　　　　平成22年11月24日(水)

　　　　　　　　　　　～平成23年3月9日(水)

　　　　　　午後2時～3時　毎週水曜日（14回実施）

　　　　　　潮来市民プール(前川）

　　　　　　市内在住のおおむね65歳以上の方

　　　　　　20名程度(先着順)

　　　　　　2,000円(保険代含む)

　　　　　　健康運動指導士・

　　　　　　日本体育施設協会公認水泳指導管理士

　　　　　　11月22日(月)

　　　　　　申込用紙に必要事項を記入し、介護福祉

課に参加費を添えてお申し込みくださ

い。

　※申込用紙は、介護福祉課、潮来市民プールにあります。

　潮来市　介護福祉課　TEL 63-1111  内線390

　　　　　　介護予防計画の作成業務(要支援1・2)

　　　　　　時給1,200円

　　　　　　午前8時30分～午後5時30分

　　　　　　1日8時間　週3日勤務

　　　　　　潮来市社会福祉協議会

　　　　　　介護支援専門員

　　　　　　1名

　　　　　　11月30日(火)

　　　　　　履歴書を郵送又は持参願います。

　〒311-2421　潮来市辻765

　潮来市社会福祉協議会　担当　石神　TEL 63-1296

　　　　　　11月27日(土)　午前10時～

　　　　　　昭和村 石蔵(潮来五丁目706)

　　　　　　木の実をつかったリースづくり。あなた

だけの世界に一つのものができます。

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　1,000円(材料費等)

　          昭和村委員会

            代表　篠塚 宏八  

            TEL 66-0389

            11月25日(木)、26日(金)、29日(月)

　　　　　　いばらき就職・生活総合支援センター

　　　　　　　(水戸市三の丸1-7-41)

　　　　　　おおむね25歳～39歳の求職者で全日程(3

日間)参加できる方。

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　特定非営利活動法人

　雇用人材協会

　TEL 029-300-1738

　

　　　　　　

　　　　　　平成23年4月1日現在、15歳以上17歳未満

　　　　　　で、中学校卒業者または中等教育学校の

　　　　　　前期課程修了者

　　　　　　平成23年1月7日(金)必着

　　　　　　1次試験　平成23年1月22日（土）

　　　　　　受付時または、受験票交付時にお知らせ

　　　　　　します。

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せく

　　　　　　ださい。

　　　　　　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　　　　　　TEL 0299-52-1366

　　　　　　

　　

募　　　集

全国一斉労働トラブル110番

国民年金保険料の控除証明書が送付されます

11月24日 12月 1日 12月 8日 12月15日 12月22日

 1月12日  1月19日  1月26日  2月 2日  2月 9日

 2月16日  2月23日  3月 2日  3月 9日

潮来市社会福祉協議会　契約嘱託員募集

応募方法

試験日

日　時

｢就職カレッジ～採用されるための準備～｣ 参加者募集

年 末 調 整 説 明 会

開催日 時　間 会　場

11月17日(水)

11月18日(木)

11月24日(水)

11月25日(木)

午後2時

～4時

行方市麻生公民館
(行方市麻生1221)
鉾田市福祉事務所2階会議室
(鉾田市鉾田1444-1 市役所敷地内)
鹿嶋勤労文化会館
(鹿嶋市宮中325-1)
神栖市文化センター
(神栖市溝口4991-4)

問合せ

広報いたこ情報版　11月14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）

応募締切

応募方法

申込方法

募集人員

募集人数

募集人数

募集人数

応募締切

応募方法

応募資格

勤務場所

勤務形態

勤務内容

相談番号

応募方法

応募締切

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

日　時

場　所

場　所

場　所

日　程

日　時

内　容

日　時

日　時

場　所

内　容

内　容

相談料

出演者

入場券

参加費

参加費

報　酬

参加費

参加費

参加費

日　時

期　間

場　所

場　所

講　師

対象者

対象者

主　催

持参するもの

水郷の音楽会

回収します！あなたの家の古い電話帳！

誰でも家事上手に！｢家事家計講習会｣

 第4回 健康フォーラム in 水郷地区

親子の料理教室 参加者募集

木の実をつかった手作り体験 参加者募集  シニア水中健康体操(水中ウォーキング) 参加者募集

問合せ

問合せ

問合先

対象者問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

内　容

日　時

場　所

内　容

応募方法

陸上自衛隊　高等工科学校 生徒募集

受験資格

応募締切

場　所

問合せ

問合せ・申込先

申込方法

潮来市　環境課　施設管理センター　TEL 64-5050

年末

問合せ


