
　(社)茨城県母子寡婦福祉連合会より、ひとり親家庭

(母子家庭、父子家庭)のお子さんに入学祝品(学用品)

を贈呈しますので、下記までお申し込みください。

　　　　　　12月27日(月)まで

　          潮来市　社会福祉課  TEL 63-1111 内線385

　

 茨城県母子寡婦福祉連合会　TEL 029-221-7505

　　

　12月は市県民税第4期・国民健康保険税第6期の納付

月です。納期限は12月27日(月)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、口座の残高をご確認ください。

※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。

10月の滞納処分（差押）件数

　不動産9件・預貯金13件・生命保険2件・給与5件 計29件

　税金の納付が困難になっている方は、収税課までご相

談ください。

　

　潮来市　収税課　TEL 63-1111　内線127～129

　現在、全国的に輸血用の血液が不足しています。皆

さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

　　　　　12月25日(土) 

　　　　　午前10時～正午、午後1時～3時

　　　　　ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー

  潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　広報いたこ12月号(9ページ)に掲載した､骨粗しょう

症検診の申し込みについて、申込期限を平成22年12月

16日(木)から平成23年1月7日(金)まで延長します。

　　　　　　平成23年1月24日(月)～26日(水)

　　　　　　午前9時30分～11時30分、午後1時～3時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　市内在住で満19歳以上の女性の方

　　　　　　　　　　　　　(平成23年3月31日時点)

　　　　　　1,000円　　　　　　　　　500名

　　　　　　詳細については、電話にてお問い合せく

　　　　　　ださい。

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　

　本市では、平成22年度中に設置するNP型高度処理型

浄化槽に対して、浄化槽の設置に要する経費の助成を

行っております。

　なお、補助金には限りがありますので、お早めにお

申し込みください。。

　　　　　　12月28日(火)まで

　　　　　

  潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線324

　

　この制度は、市内への企業の立地を促進するため、

立地を希望している企業に関する情報を市へご提供い

ただき、対象企業の誘致に成功した場合に情報提供者

へ成功報奨金をお支払いする制度です。

　この度、本制度の対象となる企業の業種を拡大し
ました(平成22年12月1日施行)。詳細につきまして
は、｢潮来市企業立地ガイド｣のホームページをご覧
ください。
　

　これまでの製造業および運輸業等の23業種に、｢その

他市内における産業の活性化および雇用機会の創出に

寄与するものとして市が認める業種｣を追加しました。

※本制度の対象となる企業の認定にあたっては、市に

　おいて審査を実施します。

　皆さまからの情報提供をお待ちしています。

潮来市企業立地ガイド

 URL http://www.city.itako.lg.jp/ricchi_guide/

 (潮来市ホームページのトップページ右側のバナーか

 らもお進みいただけます)

　

　潮来市　企業誘致推進室　TEL 63-1111  内線218

　E-mail  uchi@city.itako.lg.jp

　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

　一部の公共施設において、一時利用停止となります

のでお知らせします。ご利用の皆さまにはご迷惑をおか

けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　　　　　　前川運動公園　　　　

　　　　　　平成23年3月31日(木)まで

　　　　　 【整備のため】

　

　　　　　　市営あやめ駐車場

　　　　　　平成23年3月31日(木)まで

　　　　　 【映画の撮影のため】

　　　　　　前川噴水施設WAiWAiファンタジア

　　　　　　平成22年12月15日(水)　

　　　　　　　　午前8時30分～午後5時

　　　　　 【保守点検作業のため】

　　　　　　前川市民プール　　　

　　　　　　平成22年12月24日(金)～

　　　　　　　　　　　　平成23年1月7日(金)

　　　　　 【点検および清掃のため】

　

　12月31日(金)から1月3日（月）までごみの収集はいた

しませんので、集積所には出さないようお願いします。

　クリーンセンターへの自己搬入は12月30日(木)の午

前9時～午後4時までとなります。

　年内の 終日である30日(木)は大変な混雑が予想さ

れるため、早めの搬入をお願いします。

　なお、年始は1月4日(火)から平常どおり収集・受入

業務を行います。

　潮来市　環境課　  

　TEL 63-1111　内線252、253

　潮来市　環境課　施設管理センター

　TEL 64-5050

　　　

　ご家庭で不要になった本、雑誌、DVD、ビデオなど

をフリーマーケットに出品しませんか。本を売りたい

方、買いたい方、ぜひご参加ください。

　　　　　　12月26日(日) 午前10時～午後3時

  ※雨天時は、図書館敷地内の体育館にて行います。

　　　　　　図書館

　　　　　　12月17日(金)

図書館カウンター、電話、FAXまたは

メールにてお申し込みください。

30組(成人以上の個人またはご家族、PTA

などの団体。ただし業者は除く)

　　　　　　※未成年者のみの参加はできません。

　　　　　　無料(1区画　2m×2m、1組につき2区画まで)

シートや釣銭などの必需品は参加者ご自

身でご用意ください。

　　　　　　

　潮来市立図書館　TEL 80-3311

　FAX 64-5880  E-mail  lib@itako.ed.jp

　 

　シルバー人材センターでは｢しめ縄等正月飾り｣の申

し込みを受け付けております。
　※引き渡しは12月15日(水)～12月26日(日)です。

　潮来市シルバー人材センター TEL 63-1213

　身体・知的障害者の自立と社会参加を促進するた

め、就業支援および、結婚相談等の総合相談を実施し

ます。

　　　　　　平成23年2月9日(水) 

　　　　　　午後1時30分～4時30分

　　　　　　社会福祉協議会(会議室)

　　　　　　潮来市身体障害者福祉協議会　相談員

　　　　　　事前に電話にてお申し込みください。

  潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296
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　いたこフィルムコミッション事務局では、市内で撮影がある際に、エキストラとして映画やテレビドラマに

出演していただける方を募集しています。(年齢・資格等は問いません。ただし、未成年者は保護者の同意が

必要です)

○エキストラ登録について

　・ご登録いただいたデータは、いたこフィルムコミッションが支援する映像制作のためのみに使用し、いた

　　こフィルムコミッションで管理させていただきます。

　・登録の手続きをされたからといって、エキストラ等の参加・出演をお約束するものではありません。

○参加要請の連絡等

　・映像制作者側からエキストラの要請があった場合、いたこフィルムコミッションからエ

    キストラ依頼のご連絡をさせていただきます。ご依頼はメールでの一斉送信となります

    ので、必ず連絡の取れるメールアドレスをご登録ください。

　・エキストラの要請をした場合であっても、その作品に関する内容や情報についてのお問

　　い合せにはお答えできませんので、予めご了承ください。

　※右のQRコードを携帯電話で読み取ってご登録ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 QRコード

　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



　平成23年7月24日(日)に現在のアナログ放送は地上

デジタル放送(地デジ)に完全移行します。

　地デジに関する疑問にお答えするための相談会を開

催しますので、ぜひこの機会にご相談ください。

　　　　　12月20日(月)～23日(木)

　　　　　4日間とも午前11時～午後3時

　　　　　道の駅いたこ

　・地上デジタル放送を見るにはいくらかかるのか？

　・今のテレビを使って見るにはどうしたらよいか？

　・アンテナは交換しなければならないのか？

上記のような具体的な質問にお答えします。　

　　　　　無料

　地デジコールセンター　TEL 0570-07-0101

  茨城電話相談窓口　　　TEL 029-307-0101 

　

　総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送に

移行することが難しい世帯に対して、簡易なチュー

ナー(1台)の無償給付等の支援を実施しています。

　本サービスの受付期間は下記のとおりです。

  　　　　　12月28日(火)まで

　　　　　　生活保護世帯、障害者非課税世帯などの

　　　　　　NHK受信料が全額免除となっている世帯

　　　　　　簡易チューナーの無償給付(1台)

※必要に応じて、アンテナ改修やケーブルテレビなど

　の改修費用の支援も行います。

　総務省 地デジチューナー支援実施センター

  TEL 0570-033840

　平日　　　　　午前9時～午後9時

　土・日・祝日　午前9時～午後6時

    

　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

および、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

　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。

　お気軽にご相談ください。

　　　　　　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

　　

　

　国土交通省では、迅速なリコールの実施やリコール

隠し等の防止のため、｢自動車不具合情報ホットライ

ン｣を通じて、皆さまのお車に発生した不具合情報を

収集しております。お車に不具合が発生した際には、

情報をお寄せください。

  自動車不具合情報ホットライン

　フリーダイヤル

　TEL 0120-744-960(土・日・祝日を除く)

　自動音声

　TEL 03-3580-4434(年中無休・24時間対応)

　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

  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

  

  遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相

続税の課税対象となった部分については所得税の課税対

象にならないとする、税務上の変更がなされました。

　今回の変更により、平成17年分から平成21年分まで

の所得税が納めすぎとなっている方につきましては、

所得税の一部が還付となります。平成17年分につい

て、早い方は平成22年12月末が還付の期限となります

ので、お早めの手続きをお願いします。

　この取扱いの変更となる方や所得税の還付の手続き

については、最寄りの税務署にお問い合せいただく

か、国税庁ホームページをご覧ください。

　※潮来税務署では電話予約により申告のご相談も受

　　け付けています。下記までご連絡の上、お越しく

　　ださい。

　潮来税務署　　　　　TEL 66-6931　音声案内0番

　国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

この事業は、身体・知的障害者の自立と社会
現在、シルバー人材センターでは｢しめ縄等

　○健康体操教室　　　毎週火曜日(全5回)

　　平成23年1月18日(火)～2月15日(火)

　○生活習慣予防教室　毎週金曜日(全5回)

　　平成23年2月18日(金)～3月18日(金)

　○健康体操教室　　  毎週火曜日(全5回)

　　平成23年2月22日(火)～3月29日(火)

　　　　　　午後2時～3時30分

　　　　　　成人

　　　　　　無料

　※入場料及び1教室期間の保険料300円がかかります

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せ　

　　　　　　ください。

　潮来ヘルスランドさくら  TEL 64-5858

            平成23年1月14日(金)～16日(日)

　　　　　　14日(金) 午後7時45分　延方駅前に集合

　　　　　　群馬県岩鞍スキー場

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　一般 大人21,000円  小学生以下19,000円

　　　　　　会員 大人19,000円  小学生以下17,000円

　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

  潮来市在住で身体障害者手帳を持っている方の組織

です。皆で支え合い、会員同士の福祉の向上に努めて

います。あなたも会員になってみませんか。

　　　　　  各種相談事業・夏の集い・クリスマス会・

　　　　　　新年会・研修旅行など

　　　　　　1,000円

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せください。

　潮来市身体障害者福祉協議会　事務局　

　(潮来市社会福祉協議会内)　TEL 63-1296

            

            12月19日(日) 午前10時～

　　　　　　昭和村石蔵(潮来五丁目706)

　　　　　　ミニ門松の手作り体験

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　500円(材料費)

　　　　　　事前に電話にてお申し込みください。

　昭和村委員会　代表　篠塚 宏八　TEL 66-0389

　　　　　　平成23年1月11日(火)～1月15日(土)

　　　　　　平成23年1月19日(水)

　　　　　　数学、国語、作文、面接

　　　　　　中学校卒業以上(見込みも含む)

　　　　　　40名

　　　　　　10,000円
詳細については、下記までお問い合せください。

　鹿島医師会付属准看護学院　TEL 82-7278

            平成23年1月15日(土)～4月30日(土)

　　　　　　(講習期間は19日間)

　　　　　　特別養護老人ホーム 百里サンハウス

　　　　　　(小美玉市下吉影2437-109)

ホームヘルパーに事業に従事することを

希望する方、従事することが確定してい

る方、またはすでに従事している方。

　　　　　　(18歳以上60歳未満)

　　　　　　受講料・資料代：34,200円

　　　　　　テキスト代    ： 6,800円

　　　　　　40名程度(先着順)

　　　　　　12月31日(金)
詳細については、下記までお問い合せください。

  特別養護老人ホーム 百里サンハウス

　TEL 0299-54-0029　FAX 0299-54-0593

　放送大学はテレビやラジオの放送を通して学ぶ遠隔

教育の大学です。働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、さまざまな目的で、幅広

い世代の方が学んでいます。

　ただいま放送大学では、平成23年4月入学生を募集

しています。詳しい資料を無料で送付しますので、お

気軽にお問い合せください。

　　　　　　平成23年2月28日(月)まで

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せください。

　放送大学茨城学習センター　TEL 029-228-0683

            ①12月25日(土)　中央公民館(3F学習室)

　　　　　　②12月26日(日)　潮来公民館(1F会議室)

　　　　　　両日とも午前9時30分～11時30分

　　　　　　小・中学生

　　　　　　松﨑 ちか

　　　　　　(幼・小・中・高等学校教諭免許所持)

　　　　　　各日10名ずつ(先着順)

　　　　　　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

募　　　集

冬休み学習教室 参加者募集

手作り体験 参加者募集

スキー教室 参加者募集

鹿島准看護学院 生徒募集

出願期間

応募方法

 ヘルスランドさくら新春運動教室 参加者募集

時　間

参加費

対象者

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・相談先

ひ と り 親 家 庭 の 皆 さ ん へ

問合せ・相談先

自動車不具合情報ホットライン

年金にかかる所得税の取扱い変更について

地 デ ジ 相 談 会  開催

日　時

場　所

内　容

参加費

問合せ・相談先

申込期限

対象者

内　容

問合せ・申込先

広報いたこ情報版　12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）

募集人数

受講資格

募集人数

募集人数

募集人数

応募方法

応募締切

応募方法

応募方法

受付期間

試験科目

募集人数

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

場　所

場　所

日　程

日　時

参加費

参加費

受験料

試験日

対象者

講　師

対象者

参加費

参加費

日　時

時　間

期　間

場　所

持参するもの

ホームヘルパー養成研修(2級課程) 参加者募集

潮来市身体障害者福祉協議会 会員募集

内　容

集　合

放 送 大 学 ４ 月  入 学 生 募 集

日　程

応募方法

内　容

会　費

応募方法

問合せ・申込先

多 重 債 務 相 談 窓 口

日　時

就職活動のための出張相談会

日　時

場　所

内　容

問合せ

 

　

日　時

問合せ

問合せ

地デジ簡易チューナー 無償給付について

参加費


