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市税・国民健康保険に関する相談会の実施
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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15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

　本市では、「自治体の憲法」とも言われる潮来市自

治基本条例（仮称）の策定に取り組んでいます。市民

参加による公正で開かれた市政をより一層推進するた

め、委員会の様子を公開します。

　ぜひ傍聴してください。

　　　　　　12月15日(水) 午後7時～9時

　　　　　　市役所(3階 第1会議室)

　　　　　　10名(先着順)

　　　　　　12月14日(火) 午後5時まで

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　※当日は午後6時50分までにお越しください。

　潮来市　秘書政策課　

　TEL 63-1111　内線207　

　バイクや軽自動車などの廃車や名義変更の手続き場

所は下記のとおりとなっております。

・　軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有し

ている方に１年分課税されます。自動車税と違

い、月割り課税は行っていませんので、年の途中

で廃車・売却されても税金は戻りません。

・　潮来市へ手続きをする車種（潮来市ナンバー）を

購入した場合、登録申請するときには購入（売

買）証明書等が、譲受の場合には譲渡証明書の提

出が必要になります。

・　廃車や譲渡をした場合、手続きをしないといつま

でも課税されることになりますので注意してくだ

さい。

　潮来市　税務課　TEL 63-1111　内線125、126

　　　科学の不思議さ、面白さを体験しよう！

　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。

　　　　　潮来第一中学校

　　　　　※お車でお越しの際は潮来市役所駐車場を

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

　　　　　無料

　　　　　

　潮来市立中央公民館  TEL 66-0660

　　　　　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予約が必要です。

  いたこファミリー・サポート・センター　　

  TEL 63-1111　内線387

　　　　　　平成23年1月8日(土) 午後6時～8時

　　　　　　潮来ホテル

　　　　　　市内在住・在勤の方ならどなたでもご参

　　　　　　加いただけます。

　　　　　　大型液晶テレビなどたくさんの賞品が当

　　　　　　たる大抽選会を行います。

　　　　　　3,000円

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せく

　　　　　　ださい。

　潮来市商工会　      TEL 80-3831

  潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111 内線205、206

　　　　　　午前7時～午後6時まで　※投票所の閉鎖時刻が午後6時になっていますのでご注意下さい。

　　　　　　

　　　　　　潮来市選挙管理委員会(潮来市総務課内)　TEL 63-1111  内線221～223

潮来投票所

日の出投票所

津知投票所

延方投票所

大生原投票所

牛堀投票所

八代投票所

潮来小学校体育館

中央公民館

潮来保健センター

延方小学校体育館

大生原小学校体育館

牛堀公民館

かすみ保健福祉センター

潮来地区（大洲、十番除く）

大洲、十番、日の出地区、徳島、福島、米島

津知地区

延方地区（徳島、福島、米島除く）

大生原地区

かすみ地区

八代地区

投   票   所 対象地区名

１２月１２日に投票所へ行くことができない方

　例えば　・日曜日に営業する自営業の方・冠婚葬祭の予定のある方・旅行の予定のある方などは

期日前投票で投票することができます。

　期日前投票は、12月4日（土）から12月11日（土）まで

　○潮来市役所　本庁舎１Ｆ （午前8時30分～午後8時）

　○かすみ保健福祉センター （午前8時30分～午後5時）
　※どちらの投票所でも投票することができます。なお、かすみ保健福祉センターは午後5時までとなっていますのでご注意ください。

『あなたの願いを一票に!!』
問合せ

●休日・夜間に市税と国民健康保険関係の相談会を実施します。

　平日に市役所へお越しになれない方は、ぜひこの機会にご相談ください。

　　　　　　12月4日(土)～14日(火)

　　国民健康保険の資格喪失や加入の手続きがお済みでない方は…………………【市民課】へお越しください

　　平成21年分の住民税申告が未申告の方は…………………………………………【税務課】へお越しください

　　税金の納めが困難な状態になっている方・納税方法について知りたい方は…【収税課】へお越しください

　※12月1日(水)から12月14日(火)の期間中、滞納がある方のお宅には、通知・電話による催告や職員が直接訪
　　問して納付を求めることとなりますので、お手元の納付書をもう一度確認していただき、まだ納付されて
　　いない方は、お早めの納付をお願いします。

　　　　　潮来市　市民課　TEL 63-1111  内線131～134　　税務課　内線121～123　　収税課　内線127～129

　11月6(土)～8日(月)に実施した、健診の結果を下記の日程でお渡しします。その際に診断結果の内容をご説

明させていただきますので、ぜひご参加ください。※説明会はグループ(集団)での説明となります。

　　　　　　19～74歳の潮来市国民健康保険をご利用の方(19～39歳については、社会保険をご利用の方も含みます)

　　　　　　潮来市　かすみ保健福祉センター TEL 64-5240

時　間

市制施行10周年記念事業
新春賀詞交歓会 開催

日　時

場　所

傍聴定員

申込締切

申込方法

問合せ・申込先

申込方法

内　容

対象者 １２月１２日に投票所へ行くことができない方

例えば　・日曜日に営業する自営業の方・冠婚葬祭の予定のある方・旅行の予定のある方などは

期日前投票で投票することができます。

期日前投票は、12月4日（土）から12月11日（土）まで

○潮来市役所　本庁舎１Ｆ （午前8時30分～午後8時）

○かすみ保健福祉センター （午前8時30分～午後5時）
※どちらの投票所でも投票することができます。なお、かすみ保健福祉センターは午後5時までとなっていますのでご注意ください。

親子で楽しむ子育て講演会

　軽自動車等の登録手続きは忘れずに !

自治基本条例策定委員会の公開

お知らせ

参加費

場　所

日　時

対象者

対象者

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

注　意

内　容

場　所

日　時

場　所

日　程

内　容

｢青少年のための科学の祭典｣
科学の不思議さ、面白さを体験しよう！

問合せ・予約先

夜間納税相談

実　施　日 相談時間

午後5時30分～7時30分
12月 6日（月）～10日（金）

12月13日（月）・14日（火）

潮来市役所(1階)

　市民課(窓口番号3)

　税務課(窓口番号4)

　収税課(窓口番号5)

相談会場

12月 4日（土）・ 5日（日）

12月11日（土）・12日（日）
午前9時～午後4時休日納税相談

会　場

12月4日（土）

日にち 受付時間

午前9時30分～10時

潮来保健センター 午前9時30分～10時

　(午前中のみ受付)中央公民館

午後1時30分～2時30分

午前10時～11時
12月5日（日）

結果説明会

実施時間

午前10時～11時

午後1時15分～1時30分
12月6日（月） かすみ保健福祉センター

水戸ナンバー

・二輪の小型自動車

　(250ccを超えるもの)

・軽自動車 (二輪)

　(125cc超250cc以下)

・三輪車

潮来市(潮来町・牛堀町)ナンバー

・原動機付自転車

　(125cc以下のバイク)

・ミニカー

・小型特殊自動車

　(農耕用トラクターなど)

水戸ナンバー

・軽自動車 (四輪)

車　　　種

潮来市役所　税務課

TEL 63-1111

内線125、126

手続き場所

軽自動車検査協会

茨城事務所

TEL 029-293-9669

(財)関東陸運振興財団

茨城支部軽自動車出張所

TEL 029-247-5854

期　間

参加費

 12月12日（日）は茨城県議会議員一般選挙の投票日です



　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、またはそのご家族

　　　　　　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

　現在、輸血用の血液がたいへん不足しております。

下記の日程で献血を行いますので、皆さまのご理解と

ご協力をお願いします。

　　　　　12月10日(金) 

          午前10時～正午  　　　潮来市役所

　　　　　午後1時30分～3時30分　図書館

　潮来市かすみ保健福祉センター　

　TEL 64-5240

  潮来ふるさと館について、下記の期間は休館となり

ます。ご利用の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけ

しますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　　　　　平成22年12月1日(水)～平成23年2月28日(月)

　　　　　

　潮来市  観光商工課　TEL 63-1111 内線241～245

　ショッピングセンターアイモア側の「市営あやめ駐

車場」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いておりま

す。ご利用の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけし

ておりますが、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346

  潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　　　　　　12月11日(土)　午後6時～7時

　　　　　　図書館(エントランスホール)

　　　　　　
図書館からクリスマスに贈る小さなコンサート。フルー

トのアンサンブルでクリスマスの名曲をお届けします。

　～曲目～　

　　サウンド・オブ・ミュージック　メドレー

　　雪灯りの幻想、おもちゃのシンフォニー

　　クリスマスのポプリ　　ほか

　　　　　　60名(定員になり次第、締め切ります。)

　※小学生未満の方の参加はお断りさせていただきま

　　す。予めご了承ください。

　　　　　　無料

　　　　　　要事前予約。

　　　　　　電話または、図書館

            カウンターにて直接

            お申し込みください。

　潮来市立図書館　TEL 80-3311

　　　　　

　

　

　

　　　　　　

※｢第13回活躍する作家展｣は、11日(土)の午前10時か

　らオープニングセレモニーを行う予定です。ぜひ、

　ご参加ください。

　水郷まちかどギャラリー　TEL 63-3113　月曜日休館

　　　　　　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  TEL 62-2562

            

　浄化槽の法定検査は、保守点検と清掃が定期的に実

施され、きれいな水が放流されていることを確認する

ためのものです。地域の水環境を保全するためには、

検査の結果、不具合等が発見された場合には速やかに

改善を図ることが重要です。

　このため、浄化槽の所有者には、年1回の法定検査

が法律により義務付けられています。

　法定検査を受検しないまま放置しますと、浄化槽か

らの放流水の水質が悪化し、地域の水環境に影響をも

たらす恐れがありますので、県指定検査機関である

(社)茨城県水質保全協会または保守点検・清掃を委託

している業者に連絡のうえ、必ず受検してください。

　　　　　

(社)茨城県水質保全協会　　　　TEL 029-227-4836

　　　　　

茨城県 生活環境部 環境対策課　TEL 029-301-2966

　

　税務署では、所得税の決算書や収支内訳書の作成方

法や作成に当たっての注意点などについて、次のとお

り説明会を開催します。

　　　　　　12月8日(水) 午後1時30分～

　　　　　　中央公民館(3階視聴覚室)

　　　　　　主に営業所得・不動産所得のある方を対

象とした説明会ですが、農業所得のみの

方がお越しくださっても構いません。

　　　　　　※講師は税務署職員です。

　　　　　　事前予約不要

　潮来税務署　個人課税第一部門　TEL 66-7510

　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ので、お気軽にお立ち

寄りください。

　　　　　　毎週水曜日(平成23年3月31日まで)

　　　　　　午前10時～午後3時(正午～午後1時は除く)

　　　　　　津知公民館(第2学習室)

　　　　　　求人票閲覧、各種就職相談、応募書類添

　　　　　　削及び、各種セミナーも開催します。

　　　　　　無料

　　　　　　

　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

　

　水戸財務事務所では、多重債務相談の窓口を開設し

ています。借金の返済でお困りの方、一人で悩まず、

お電話ください。

　　　　　　毎週月～金曜日（祝祭日を除く）

　　　　　　午前8時30分～正午、午後1時～4時30分

　　　　　　029-221-3190

　　　　　  

  財務省関東財務局　水戸財務事務所

　多重債務相談窓口　TEL 029-221-3190

          12月6日(月) 午後1時～3時30分

　　　　　鹿島セントラルホテル(神栖市大野原4-7-11)

　　　　　無料

　※生徒　：筆記用具、高卒用指定履歴書(複数枚)

　※事業所：事前に高卒求人票の提出が必要です。

　ハローワーク常陸鹿嶋　学卒係 TEL 83-2318

　

　

　

　

　平成23年4月から潮来地区の一人暮らしの高齢者の

方を対象に毎月一回、昼食を宅配するふれあい給食

サービスを実施します。

　そこで、給食の調理に協力していただけるボラン

ティアを募集しますので、興味のある方は社会福祉協

議会までご連絡ください。

　　　　　　毎月第3木曜日　午前9時～午後1時頃まで

　　　　　　潮来公民館　

　　　　　　お弁当の調理(100食程度)

　　　　　　30名程度 

　　　　　　12月20日(月)

  潮来市社会福祉協議会  TEL 63-1296

　①看護学科2年課程　②看護学科3年課程

　③助産学科　　

　　　　　　①11月29日(月)～12月6日(月)

　　　　　　②12月6日(月)～12月14日(火)

　　　　　　③12月13日(月)～12月17日(金)

　　　　　　①80名　②40名　③25名

　　　　　　詳細については、下記までお問

            い合せください。

　茨城県立中央看護専門学校

　TEL 0296-77-0533

募　　　集

多重債務で悩んでいませんか？

市営あやめ駐車場の一時利用停止について

平成23年3月 高校卒業者就職面接会

潮来地区ふれあい給食サービス
ボランティア募集

潮来市デイケア相談会 開催

ショッピングセンターアイモア側の「市営あやめ駐

車場」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いておりま

す。ご利用の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけし

ておりますが、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346

  潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

水 郷 の 音 楽 会

日　時

場　所

内　容

出演者

入場券

問合せ・申込先

参加費

内　容

潮来ふるさと館休館のお知らせ

クリスマス・ミニ・コンサート

日　時

内　容

参加費

募集人数

献血のお知らせ

日　程

申込先

問合せ

広報いたこ情報版　11月28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

申込方法

相談番号

募集人数

受験項目

受付期間

募集人数

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

問合せ・申込先

場　所

日　時

場　所

場　所

日　時

日　時

日　時

場　所

内　容

参加費

参加費

日　時

日　時

期　間

場　所

対象者

持参するもの

前川運動公園の一時利用停止について

個人事業者に対する決算説明会

水郷まちかどギャラリー展示のご案内

茨城県立中央看護専門学校 生徒募集

問合せ

問合せ

問合せ

期　間

問合せ

問合せ

問合せ

内　容

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
ポスター
標語
作文

市内小中学生による

人権尊重作品展
無　料

絵画・写真・
書道・陶芸・
万年青・文芸

無　料

11/30(火)～

12/5(日)

午前10時～午後6時　最終日は午後4時まで

午前10時～午後6時

12/11(土)～

12/19(日)

第13回

活躍する作家展

入場料展示内容催し物名期　間

絵画・言葉 無　料

午前10時～午後6時　最終日は午後3時まで

12/23(木)～

12/26(日)

一天・きみ江

絵と言の葉の「今・此処展」

期　間

問合せ

問合せ・申込先

場　所

申込方法

就職活動のための就職相談会

問合せ

浄化槽をお使いの皆様へ～法定検査を受けましょう～

 潮来ふるさと館について、下記の期間は休館となり

ます。ご利用の皆さまには、たいへんご迷惑をおかけ

しますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

平成22年12月1日(水)～平成23年2月28日(月)

潮来市  観光商工課　TEL 63-1111 内線241～245

期　間　　
問合せ

 


