
　　　　　2月19日(土)　午前9時～午後3時30分

　　　　　2月20日(日)　午前9時～午後7時30分

　　　　　津知公民館

　子どものつどい(映画やゲーム等)、もちつき大会、

　サークル発表会、高齢者グラウンドゴルフ大会など

※当日、津知公民館駐車場は駐車禁止となりますの　

　で、市駐車場(シルバー人材センター前)または、JA

  潮来支店駐車場をご利用ください。　

　潮来市立津知公民館　TEL 62-4755　

　　　　　 2月26日(土) 午前9時30分～午後4時

　　　　　 2月27日(日) 午前10時～午後4時

　　　　　 牛堀公民館 

　

　芸能・カラオケ大会、作品発表展示会、模擬店、

　もちつき大会、オセロ・囲碁大会など

　潮来市立牛堀公民館　TEL 64-5230

　　　　　2月16日(水)～2月20日(日) 午前9時～5時

　※最終日は午後3時で終了となります。

　　　　　北浦公民館(行方市山田2175)

　　　　　絵画・書道・写真・陶芸

　行方市立北浦公民館　TEL 0291-35-2908

　　　　　2月20日(日) 午後2時開演(午後1時30分開場)

           神栖市文化センター(大ホール)

　　　　　インプルーヴィング・ダンス～４エピソード

　　　　　 交響的ファンタジー「ハウルの動く城」

　　　　　 無料(事前申込不要)

  鹿島吹奏楽団　団長 清水　

　TEL 090-7240-9607

　　

　　任期満了にともなう、平成23年1月30日(日)
　告示の潮来市長選は、立候補者が1名でありま
　したので、無投票となりました。
　　　　【潮来市長選 立候補届出者】
　　　　　　　 まつた　千春
　  2月6日(日)には、当選証書が受け渡されまし
　た。

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

　

『平日に市役所へお越しになれない方は
　　　　　　　この機会をぜひ、ご利用ください。』
　納税に関わる相談のほか、市税等の納付もできます。

　

　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。

　　　　　 2月24日(木) 午後1時～2時

           かすみ保健福祉センター

           電話にて、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

　茨城県では都市計画区域マスタープランの策定にあた

り、都市計画案の縦覧を行います。案に対してご意見の

ある方は、期間中に意見書を提出することができます。

※縦覧場所に備え付けの意見書に必要事項を記載し、

　持参または郵送にて提出してください。

　　　　　 2月14日(月)～2月28日(月)

           潮来市 都市建設課

　　　　　 2月28日(月) 必着

　〒310-8555　水戸市笠原町978-6

　茨城県知事橋本昌(茨城県土木部都市計画課扱い)あて

　TEL 029-301-4592

          

　給食センターでは、学校給食用物資納入業者の｢指

名入札参加願い｣を受け付けしますので、希望される

方は期間内に書類の提出をお願いします。

　　　　　 2月28日(月)まで ※土・日・祝日は除く

　　　　　 午前9時～午後4時

　　　　　 

　①指名入札参加願い(用紙は給食センターにあります)

　②市町村税完納証明書　

　③保菌検査結果表の写し(最新のもの)

　　潮来市立学校給食センター　TEL 63-0221
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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19号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

提出期限

場　所

申込方法

問合せ・申込先

平成23年度　 嫁入り舟の花嫁さん 募集
　　　　　　5月21日(土)～6月26日(日)の土曜日･日曜日・水曜日

　　　　　　土曜日　午前11時，午後2時，午後8時（宵の嫁入り）　　

　　　　　　日曜日　午前11時，午後2時
　　　　　　水曜日　午前11時

　　　　　　1月24日(月)～　先着35組　※募集組数になり次第、締切
　　　　　 　次の①～③の条件を全て満たす方
　　　　　 　　　　　　①平成23年4月1日現在、満16歳以上の方

　　　　　　③平成23年6月を基準に、前後1年以内に結婚、あるいは予定の方
　　　　　　②各種取材やPRに対応できる方

　　　　　　応募用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。

　　　　　　(応募用紙は市役所に設置のほか、潮来市ホームページからダウンロードできます。)

①実施日が荒天の場合は中止となる場合があります。 ②ご希望される日時に添えない場合があります。

③着付は潮来市内の美容室でお願いします。なお、費用についてはご負担願います。

花嫁衣裳・美容室・仲人など詳細については、潮来市ホームページをご覧頂くか、下記までお問い合せください。

平成23年度　あやめ娘　募集　　

　①年齢は満18歳以上（平成23年4月1日現在）
　②国籍は問いません。本市が市内外で実施する観光PR活動等に参加可能な方
　　（4月以降のキャンペーン、あやめまつり期間中の毎週土、日。全15回程度の活動）
　③他のキャンペーンアシスタント等で活動中の方は兼ねることはできません。
　　　　　　10名程度
　　　　　　応募用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。

　　　　　　（応募用紙は市役所に設置のほか、潮来市ホームページからダウンロードできます。）

　　　　　　3月1日（火）必着

　　　　　　第1次選考　書類審査　　
             第2次選考　面接審査

【おもてなしコンテストについて】
　あやめまつり期間を通して活動状況を審査
します。この結果をもとにPrincess iris、
準Princess irisを決定します。選ばれた
方には副賞を贈呈します。

　　　　　　　　　 日額10,000円　　　　　　　　　   （各種手当等含む）

実施時期

実施時間

応募方法

注意事項

そ の 他

あなたの笑顔とおもてなしで潮来をもっと元気にしませんかあなたの笑顔とおもてなしで潮来をもっと元気にしませんか

手　当

応募方法

募集人員

応募締切

選考方法

あやめ娘応募規定

プリンセ ス　　 アイリス

　潮来市　観光商工課　｢嫁入り舟の花嫁さん係｣または、「あやめ娘募集係」 TEL 63-1111  内線243～245

応募資格

応募期間

　〒311-2493  潮来市辻626番地　潮来市ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/　 

　　　　　　 3月15日(火)　午後7時～　　　　　　　　　　　　　 3月4日(金)～3月6日(日)　　　　　　　　                　　
　　　　　　 中央公民館(3階研修室)　　　　　　　　　　　　　  4日(金) 午後7時45分に延方駅前に集合　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 3月4日(金)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 米沢スキー場(山形県)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 公民館に備え付けの「市立学校体育施設　　　　　　 30名(先着順)　　　　　　　　　　　　　　　  
　　　　　　 使用申請書」に必要事項をご記入の上、　　　　　　 一般 大人22,000円　小学生以下20,000円　　　             
             中央公民館まで、ご提出ください。　　　　　　　　 会員 大人20,000円　小学生以下18,000円　　　　　　　　     
　※平成23年4月～平成23年9月の期間で定期利用を     　　 
　　ご希望の団体は必ずお申し込みください。　　　　　　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                    　
　　潮来市立中央公民館  TEL 66-0660　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　 
　                   　　　　　 　　　　　　　　　                 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   

米沢スキー教室 参加者募集 

問合せ・提出先

問合せ・申込先

　　市制施行 10 周年記念事業　第 60 回水郷潮来あやめまつり

午前9時～ 
午後4時30分

2月19・20・26
・27日(土・日)

潮来市役所

 １階

5番窓口 収税課 

会場

2月21日(月) 
～ 25日(金)

午後5時30分 
～ 7時30分

休日納税相談

夜間納税相談

実施日 開庁時間

　　潮来市長選挙の結果について

場　所

場　所

期　限

問合せ・提出先

場　所

場　所

提出書類

集　合

場　所

募集人数

参加費

問合せ・申込先

平成23年度 体育施設利用調整会義 

都市計画変更に関する計画案の縦覧について

お知らせ

場　所

日　時

日　時

応募締切

応募方法

問合せ・申込先

問合せ

内　容

期　間

閲覧場所

 

第5回  水 郷 美 術 展 覧 会  開 催 

こころの健康相談(相談無料・秘密厳守)

問合せ

2月19日(土)～27日(日)
休日・夜間 納税相談を実施します！

問合せ

第18回  津 知 公 民 館 ま つ り

日　時

第9回  牛 堀 公 民 館 ま つ り

日　時

内　容

平成23・24年度 学校給食用物資納入業者
「指名入札参加願い」 受付

受付時間

日　時

内　容

問合せ

第22回 鹿島吹奏楽団定期演奏会 開催 

日　時

内　容

入場料

問合せ

問合せ

日　時



　参加費の一部がチャリティ基金として｢潮来市社会福

祉協議会｣へ寄付される、ロングランコンペに参加しま

せんか。入賞者へは豪華賞品をご用意しております。

　皆さまのご協力を、心からお待ちしています。

　　　　　　2月14日(月)～2月28日(月)

　　　　　　潮来カントリー倶楽部

　　　　　　○平  日　キャディ付　　12,000円

　　　　　　　　　　  カートセルフ　10,320円

　　　　　　○土・日  キャディ付　　17,000円

　　　　　　　　　　  カートセルフ　15,320円

※4バック時のプレー代諸費用を含むほか、昼食代・

　チャリティ代・コンペ参加費を含みます。

　　　　　　18ホールストロークプレー、新ぺリア方

　　　　　　式、WパーカットHD、ハンデ無制限

　　　　　　期間終了後に潮来カントリー倶楽部で掲

　　　　　　示の他、入賞者にご案内します。

　　　　　　潮来市社会福祉協議会

　　　　　　潮来カントリー倶楽部

　潮来カントリー倶楽部　

　TEL 67-5051

　　　　　 毎週土曜日 午前9時30分～正午

　　　　　 ボートセンター｢あめんぼ｣(潮来6322)

　　　　　 市内在住の小学4年生～6年生の男女

　　　　　 約10名(随時、見学や体験は可能です)

　　　　　 8,000円(登録料・保険料込み)

　　　　　 3月5日(土)

　　　　　 中央公民館、あめんぼに備え付けの応募

　　　　　 用紙に必要事項を記入の上、練習日にボ

　　　　　 ートセンターでお申し込みください。

　潮来市ボートスポーツ少年団

　TEL 66-3443(小高)　　090-1667-8993(高清水)

　

　　　　　　土 曜 日  午後1時～5時 

            日・祝日　午前9時～12時

            前川運動公園

            新小学1年生～5年生の男女

　　　　　　

　毎週日曜日に見学会を実施しています。見学をご希

　望の方は事前にお問い合せの上、お越しください。

　動きやすい服装、靴、帽子、グローブ(お持ちの場合)

　

　潮来市軟式野球少年団潮来レッズ

　高須　090-3068-4188  荒川　090-4538-9294

潮 来 レ ッ ズ 新 入 団 員 募 集

第9回 チャリティロングランコンペ 参加者募集

参加費

問合せ・申込先

競技方法

広報いたこ情報版　平成23年2月13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）

成績発表 練習日時

練習場所

対象者

見学会

持参するもの

問合せ・申込先

潮来市ボートスポーツ少年団 団員募集

募集人数

年会費

問合せ・申込先

応募締切

応募方法

 

　
日　時

住民税申告･確定申告の期間は ２月１６日(水)～３月１５日(火)です
申告会場は下記日程表(対象地区割り)のとおりです。※市役所窓口では受付しません。

住民税申告、確定申告がまもなく始まります。必ず申告

をしましょう。申告を忘れると…

○国民健康保険税や長寿医療保険料の減額　　

○国民年金の免除申請　　

○保育所入所申込

○医療費助成制度（マル福）の申請　　　　　　　　　　　

　　などに必要な住民税関係証明書の交付が受けられません。　

申告会場の混雑緩和にご協力ください
　申告会場は大変混雑します。申告をスムーズに済
ませ、待ち時間を短くするためにも、次のことにご
協力ください。
・収支内訳書は各自で作成の上、持参してください。

・医療費の領収書は、医療機関ごとまたは、受診者ごと

　に1年分を合計してください。

住民税申告の必要な方　
　平成23年1月1日現在で潮来市内に住所を有する方で、
平成22年中に給与、年金、営業、農業、不動産、譲渡
などの各種収入がある方。
　ただし、次の①～③に該当する方は必要ありません。

①１ヶ所からの給与所得のみの方で、職場から給与
支払報告書が提出されている方
一般のサラリーマン、パートなどはこれに該当し
ます。職場に潮来市以外の住所を届けていると、
給与支払報告書が市役所に届かない場合がありま
すのでご注意ください。また、提出されたか不明
な場合は勤務先に確認してください。

②税務署へ所得税の確定申告書を提出した方
確定申告書を提出した方は、住民税の申告書を提
出したものとみなされますから、あらためて住民
税の申告書を提出する必要はありません。

③学生等の収入がない方で同一世帯の家族の扶養に
なっている方
別世帯の家族の扶養になっている方は、住民税の
申告書を提出してください。

※住民税申告の案内文を昨年の状況をもとにお届けし
ますが、案内文が届かない場合でも申告の必要な方
は申告をしてください。

※申告受付の電算化に伴い、原則として住民税申告書
の送付は省略しています。ご了承ください。

※平成23年1月2日以降に転入してきた方は、平成23年1
月1日現在の住所地にて住民税の申告をしてください。

申告のとき必要なもの

①印　鑑
②申告書（税務署から確定申告書が送られている方）
③国民健康保険税、国民年金保険料、任意継続保険料
等の領収書又は証明書

④生命保険・地震保険等の証明書
⑤医療費控除を受ける方は、必ず医療機関の領収書 
平成22年分（1月から12月分まで）

⑥振込先金融機関名・口座番号のわかるもの、本人名
義に限ります（所得税の還付がある方）

⑦障害者手帳等（障害者控除を受ける方）
⑧給与所得者は源泉徴収票（退職した方は、退職金が
あれば退職金の源泉徴収票）

⑨営業所得や不動産所得のある方は、収入支出の関係
帳簿、収支内訳書

⑩農業所得のある方は農業所得収支内訳書（同封のも
の）及び収入支出の関係帳簿

次の方は税務署で申告してください

・譲渡所得(不動産の売買による所得)のある方、配当金

　のある方

・住宅借入金(取得)等特別控除を受ける方(初年度)

※これらについては、複雑な場合が多いため、税務署で

　申告してください。

住民税申告・相談日程表

受付時間：午前９時～午後４時３０分

２月１６日 水

　　１７日 木

　　１８日 金

　　２１日 月

　　２２日 火

　　２３日 水

　　２４日 木

　　２５日 金

　　２８日 月

３月　１日 火

　　　２日 水

　　　３日 木

　　　４日 金

　　　７日 月

　　　８日 火

　　　９日 水

　　１０日 木

　　１１日 金

　　１４日 月

　　１５日 火

中央公民館

(日の出3丁目)

かすみ保健福祉

センター

(島須777)

日の出小

（学校区）

対象地区 会　場月　日

大生原小

(学校区)

延 方 小 

(学校区)

徳 島 小

(学校区)

(旧)牛堀

1・2小

(学校区)

旧八代小

(学校区)

潮 来 小

(学校区)

障害者の日

津 知 小

(学校区)

予 備 日

◎対象地区は全て小学校区単位で指定しています。
　※前年と地区及び日時が変わっております。
　※上記対象地区は混雑緩和のための地区指定です。

対象地区以外の日でも受付けします。
　※必ず受付時間内までに、ご来場ください。
　　時間外での受付はいたしません。

◎所得税の還付申告は、申告期間前でも税務署に提出
できます。早めに申告を！！

問合せ：潮来市 税務課 TEL 63-1111 内線121・123

平成23・24年度 潮来市小規模工事等契約希望者
登録申請を受け付けます(更新・新規)

平成23・24年度 潮来市小規模工事等契約希望者
登録申請を受け付けます(更新・新規)

　平成23・24年度小規模工事等契約希望者登録申請(2年間)の受付を、次のとおり行います。

　この制度は、潮来市が発注する公共施設等の小規模な工事や修繕のうち「少額で内容が簡易なもの」につい

て、受注を希望する方を登録し、市内の小規模事業者が直接工事を受注できるようにするものです。

◎対象工事・修繕：１件の契約金額が130万円未満の工事・修繕となります。

◎工 事 の 種 類 ：土木工事一式、建築工事一式、大工工事、左官工事、とび･土工･コンクリート工事、石工
　　　　　　　　　事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル･れんが･ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、
　　　　　　　　　板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、電気通
　　　　　　　　　信工事、造園工事、建具工事、消防施設工事、その他工事。

《登録できる方》

　潮来市内に主たる事業所を有する法人または住所を有する個人のうち、建設業を営んでいる方。建設業の許

可の有無、組織経営、従業員数は問いません。

　ただし、次に該当する方は、登録できません。

①潮来市入札参加資格登録をされている方　　②市税を滞納している方

※市税とは、個人市県民税(特別徴収を含む)、法人市民税、固定資産税(土地・家屋・償却資産)、軽自動車税、

　国民健康保険税をいいます。

【受付期間】２月１４日(月)から３月４日(金)まで

【提 出 先】潮来市役所 財政課 情報・管財契約グループへ持参してください。

【受付時間】午前9時～午後4時(平日のみ)

【申請書類】①潮来市小規模工事等契約希望者登録申請書　　②市税納付状況調査同意書

※申請書類は取りに来ていただくか、潮来市ホームぺージからダウンロードしてください。　　　　　　

【問 合 せ】潮来市 財政課 情報・管財契約グループ ℡.63-1111 内線212・214

　　　　　　潮来市ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/
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