
　加入を希望される方は、最寄りの公民館で手続きを

お願いします。

　※現在、母の会による個別訪問は行っておりません。

　　　　　　　平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

　　　　　　　一般 900円・中学生以下 500円

　※9月30日以降に加入の場合、半額となります。

　　　　　　　死亡:100万円  傷害：2万～30万円

　　　　　　　50万円（身体障害者手帳1、2級該当）

※3月21日(月)以降は随時、市役所総務課で加入の手続きが

できます。

　　　　　　　潮来市　総務課 交通防災グループ

　　　　　　　TEL 63-1111  内線233、234

　　　　　

　　　　　　3月19日(土) 午前9時～午後1時

　　　　　　かんぽの宿潮来

　①健康づくり表彰式　②市長講演

　③健康づくり体験メニュー

　　例：ヘルスウォーキング、シルバーリハビリ体操など

　④保健師による健康相談会

　　　　　　無料

　　　　　　かんぽの宿潮来の

　　　　　　温泉入浴券

　　(入湯税150円は別途負担)

　　　　　

　潮来市かすみ保健福祉センター

　TEL 64-5240

 潮来市では水道普及率向上を図るため、新規水道加

入者の方に対し、水道利用加入金を一律31,500円減免
します。水道の加入を検討されている方は、ぜひお申

し込みください。

　　　　　　平成23年4月1日～

　　　　　　　　　　平成25年3月31日

　　　　　　上記期間内における新規水道加入者

　　　　　　口径に関係なく一律 31,500円（税込み）

水道利用加入金減免届出書を給水装置工

事申請書と同時に提出してください。

※25ミリメートル以上についても減免の対象となります。

　潮来市　水道課　

　TEL 63-1111  

　内線331～333
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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

4月1日(金)からの被保険者証は、3月25日(金)までに届くよう郵送する予定です。

｢国民健康保険被保険者証｣の更新について

・国保を喪失する手続きが必要となりますので、国保保険証と新しい健康保険証の両方を窓口にお持ちください。

・郵送ではなく、直接窓口での交付を希望する場合は、印鑑と身分証明書等を持参の上、3月11日(金)までにお越

しください。交付は3月22日(火)以降になりますので、受け取る際には再度、身分証明書等をお持ちください。

・就学などによる転出後も潮来市の国保を使用する場合には、印鑑と在学証明書を持参の上、学生保険証の交付

手続きをお願いします。

有効期限が65歳の誕生日の当月（1日生まれの方は、誕生月の前月）までです。

有効期限が切れる前に、一般国保（オレンジ色）の保険証を送付します。

お持ちの被保険者証を、継続してご利用ください。

※保険証の裏面に臓器提供に関する意思表示欄を新設しました。保険証とともに臓器提供についてのリーフレッ

トを同封しますので、よくお読みになり使用してください。これまで保険証の裏面に記載してあった「注意事

項」は保険証の台紙の裏面に記載してありますので、保険証とともに大切に保管してください。

「国民健康保険高齢受給者証」の差し替えについて
・国民健康保険に加入している70歳以上74歳までの方で、一部負担金の割合が「2割（平成23年3月31

日まで1割）」の「国民健康保険高齢受給者証」（水色の証書）をお持ちの方

・制度改正による患者負担割合の引き上げ（1割→2割）が、平成24年3月31日まで凍結されることに

より、受給者証の「一部負担金の割合」の記載内容が変更となりますので、変更した受給者証を3

月11日(金)までに届くように郵送する予定です。

・現在お持ちの受給者証は、4月1日(金)以降は使用できません。住所やお名前が見えないように裁断

し、処分してください。

・4月2日(土)から7月31日(日)の間に75歳になる方については、有効期限が75歳の誕生日の前日とな

ります。

　　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL 63-1111  内線131

　心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する

父もしくは母、または父母にかわって児童を養育して

いる方に支給されます。手当の対象となる児童は、身

体障害者手帳が1級～3級程度の児童、療育手帳の A・

AおよびB程度の児童です。

※手当は、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。

※こちらの手当は潮来市福祉事務所で手続きをして、

　県知事の認定を受けなければ支給されません。また

　療育手帳・身体障害者手帳をお持ちでなくても支給

　対象になる事もあります。詳細は、下記までお問い

　合わせください。

　　　　　潮来市　介護福祉課　TEL 63-1111 内線393

　悪質業者は、成人して間もない、社会経験の少ない若

者をねらっています。キャッチセールス、マルチ商法、

アポイントメントセールス、架空請求などには注意しま

しょう。困った時には、まずはご相談ください。

　潮来市消費生活センター　TEL 62-2138（直通）

　受付：月・火・木・金曜日（祝・祭日は休）

　　　　午前9時30分～正午、午後1時～午後4時

　市から｢新成人のつどい｣に出席された方々へ記念

写真集を贈呈しています。ご本人がお越し出来ない

場合は代理の方でも構いません。

　なお、郵送はいたしませんので、ご了承ください。

　　　　　 3月15日(火)まで

　　　　　 午前9時～午後5時

　　　　　 中央公民館

　　　　　 

　潮来市立中央公民館　

　TEL 66-0660

その他

対象者

退職国保(緑色)の被保険者証をお持ちの方

長寿(後期高齢者)医療被保険者証をお持ちの方

問合せ

窓口での交付を希望する方は、手続きが必要です

その他

就職して新しい健康保険証の交付を受けた方は、手続きが必要です

転出している学生の方は、手続きが必要です

売払価格単価(㎡当り)
面 積
(㎡) 用途地域土地の所在 地目

物 件

番 号

市有地の売り払いについて

　潮来市では、下記物件の市有地を売り払います

ので、物件内容の確認や現地説明を希望される方

はご連絡ください。公募期間を定めずに申込みが

あり次第その都度審査を行い、売り払いが決定し

た時点で、公募を締め切りとさせていただきます。

【受付開始】2月28日(月)から

【受付時間】午前9時～午後5時

　　　　　　(土・日・祝日を除く)

【問 合 先】(財)潮来市開発公社　遠矢・澤口

　　　　　　TEL 63-1111 内線218　FAX 80-1100

 ① 潮来市日の出2丁目8番9 宅地 ４４８ 15,000円 ６７２万円 第1種低層住居専用

 ② 潮来市日の出8丁目1番11 雑種地 ３２１ 15,000円 ４８１万円 第2種住居

減免期間

対象者

減免額

申込方法

問合せ

問合せ

特 別 児 童 扶 養 手 当

手当の額

等級月額
1級

2級

児童一人につき　50,750円

児童一人につき　33,800円

所得制限の限度額

扶養親族の数

0人

1人

2人以上1人につき

本　　人

4,596,000円

4,976,000円

380,000円

配偶者および扶養義務者

6,287,000円

6,536,000円

213,000円加算

問合せ

潮 来 市 消 費 生 活 セ ン タ ー

相談先

　　｢新成人のつどい｣記念写真集

参加賞

県 民 交 通 災 害 共 済 加 入 の 受 付

お知らせ

見舞金

問合せ

内　容

加入期間

受付場所

障害見舞金

潮来市国民健康保険加入者の皆さまへ　「国民健康保険被保険者証」の更新手続き

日　　時

3月 14 日（月）

3月 15 日（火）

3月 16 日（水）

3月 17 日（木）

3月 18 日（金）

3月 19 日（土）

3月 20 日（日）

会　　　場

中央公民館  1階 大ホール

潮来公民館 1階 会議室

牛堀公民館  1階 小会議室

延方公民館 1階 和室

大生原公民館 1階 大会議室

時　　間

午前9時～午後5時

年会費

水道利用加入金の減免制度 ４月から受付 

メーター口径

13ミリメートル

20ミリメートル

現行（税込み）

157,500円

189,000円

減免後（税込み）

126,000円

157,500円

潮来市役所 1階 相談コーナー

潮 来 市 健 康 づ く り 大 会

日　時

場　所

内　容

参加費

受付期間

受付時間

場　所

問合せ

中央幹線 至潮来 IC

中央幹線 至潮来 IC

公園

市営アパート

県営アパート

飯島
内科

第二市営住宅

日の出

保育園

物件②

物件①



清掃、ごみ拾い、空き缶拾いを市内全域で行います。

　　　　　3月6日（日）小雨決行（延期　3月13日）

※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

  潮来クリーンセンター内の粗大ごみ・不燃ごみ処理

施設の修繕工事にともない、下記の期間は粗大・不燃

ごみの搬入出来ませんので、皆さまのご理解とご協力

お願いします。

　　　　　 3月9日(水)～3月11日(金)

　　　　　 潮来クリーンセンター　TEL 64-5311

　

　市内の農業者の方、米づくりに興味のある方はぜ

ひ、ご参加ください。

　　　　　3月2日(水) 午後2時～4時30分

　　　　　潮来ホテル

　演 題：｢TPPを考慮したブランド米づくりについて｣

　講 師：五つ星マイスター

　　　　  (株)スズノブ　代表取締役　西島 豊造 氏

　　　　　無料

　　　　　潮来市　農政課　TEL 63-1111　内線264

　清掃・点検作業のため、｢前川噴水施設WAiWAiファ

ンタジア｣が一時利用できなくなります。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。

　　　　　 ①2月28日(月) 午前9時30分～午後4時

　　　　　 ②3月 3日(木) 午前8時～午後5時

※②については荒天の場合、3月7日(月)に作業を延期

　します。

　潮来市　観光商工課　TEL 63-1111  内線243

 毎年好評をいただいている、｢ひな人形展｣を開催し

ます。つるし飾りや生け花に彩られ、100体以上の人

形に囲まれた優雅な空間をお楽しみください。

　　　　　 3月5日(土)～3月27日(日)の期間中の

　　　　　 毎週土曜・日曜日　午前10時～午後4時

　　　　　 潮来ふるさと館

　　　　　 無料

　潮来市　観光商工課　

　TEL 63-1111  内線241

　

　　　　　

　水郷まちかどギャラリー　TEL 63-3113  月曜日休館

　文化協会発表部門の優れた文化活動の成果を発表し

ます。

　　　　　3月6日(日) 午前9時30分～午後4時20分

　　　　　潮来公民館(潮来456-1)

　大正琴・コーラス・民謡民舞・フォークダンス・

　ハワイアンフラ・手品・吟詠剣詩舞・邦楽・邦舞・

　カラオケ・ギターアンサンブル・潮来ばやし

　　　　　無料

　　　　　

　潮来市立中央公民館　

　TEL 66-0660

　潮来市民プールでは下記の時間に水泳教室を開催し

ています。会員は随時募集しておりますので、ぜひお

申し込みください。

※プールの営業日により休みになる場合があります。

　　　　　　潮来市民プール(前川)

　　　　　　毎月4,000円(週一回の練習になります)

　　　　　　各クラス20名前後

　　　　　　詳細は下記までお問い合せください。

　潮来市立市民プール　TEL 66-7511

            5月22日（日）

　　　　　　笠松運動公園、水戸グリーンボウル

○競技会(陸上競技、水泳、球技、ボウリング 他)

　県内在住、在勤、在学の知的障害を有する13歳以上の者

○レクリエーション

　県内在住、在勤、在学の心身障害児者

　　　　　　3月16日(水)

介護福祉課に備え付けの申込書にて、お

申し込みください。

　　　　　  潮来市 介護福祉課　TEL 63-1111 内線394

            3月12日(土)

　　　　　　午前6時45分　市役所前に集合

　　　　　　偕楽園(水戸市)と千波湖周辺

　　　　　　40名(先着順)

　　　　　　一般 大人4,500円　小学生以下3,500円

　　　　　　会員 大人3,500円　小学生以下2,500円

　※昼食各自、桜田門のオープンセット入場料込み

　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

　　　　　　ホームヘルプサービス等に関すること

　　　　　　1,150円～1,250円(当法人規程による)

　　　　　　午前8時30分～午後5時30分

　※実働時間については、面接時要相談。週1日、2時

　　間程度でも可。特に、土・日・祝祭日が出来る方。

　　　　　　5名程度

　　　　　　介護福祉士、訪問介護員2級課程以上

　　　　　　修了者または、看護師・准看護師

　　　　　　①書類選考　②面接

　※日程は、後日、ご連絡いたします。

　　　　　　①履歴書（写真貼付）②資格を証明するもの

　　　　　　2月28日(月)～3月15日(火)※当日消印有効

郵送、または当社会福祉協議会にご持参

ください。

　〒311-2421　潮来市辻765

  潮来市社会福祉協議会　TEL 63-1296

　

　　　　　　2名　　　　　　　不問

　　　　　　ヘルパー2級以上　普通自動車免許

　　　　　　勤務内容は、入所者の生活支援全般

　　　　　　4月1日～

　　　　　　午前9時～午後6時

　　　　　　3月15日（火）

　　　　　　履歴書を下記まで郵送してください。

　〒311-2402　潮来市大生1376

　養護老人ホーム鹿行潮来荘 TEL 67-5640

　　　　　　第1次試験日　5月8日（日）

　

　昭和57年以降に生まれた方で、学校教育法による大

　学(短期大学を除く)を卒業した方、もしくは平成24

　年3月31日までに卒業見込みの方、または人事委員

　会が同等と認める方

　郵送・持参　　　　4月13日(水)まで

　インターネット　　4月11日(月) 午後5時まで

　警察署に備え付けの申込用紙に必要事項を記入の上、

　持参または郵送でお申し込みください。また、イン

　ターネットによるお申し込みも受け付けております。

　　　　　　3月5日(土)　午前10時～正午

※行方警察署にて説明会を開催しますので、ご希望

の方は下記までお問い合せください。

　行方警察署警務課　TEL 72-0110

　茨城県警察ホームページ

　http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/

　高齢者自らが地域の高齢者を対象に健康づくり、生

きがいづくりに関する事業を企画、実施する委員会で

す。ぜひ、ご応募ください。

　県内に住んでいる概ね60歳以上で、委員会の活動に  

  きちんと出席でき、委員の経験年数が10年以下の方

　※地方公共団体の長、および議員は除く。

　　(報酬・交通費はなし）

　　　　　 平成23年4月～25年3月末日

　　　　　 3月11日(金)　当日消印有効

　はがきに住所・氏名(フリガナ)・年齢・性別・電話

　番号と｢応募の動機、活動の抱負、社会活動歴｣など

　を明記して、下記までお申し込みください。

　※市役所介護福祉課にも応募用紙がございます。

　〒310-8586　水戸市千波町1918

　茨城県社会福祉協議会　茨城わくわくセンター

　TEL 029-243-8989　FAX 029-244-4652

　

募　　　集

第13回茨城県ゆうあいスポーツ大会 

噴 水 施 設 の 一 時 利 用 停 止

日　時

第12回 芸 能 音 楽 祭　

日　時

場　所

内　容

入場料

問合せ

問合せ

買ってもらえる米づくり研修会

ひ な 人 形 展

期　間

応募資格

応募資格

応募締切

　　2 月の納期限は 2月 28 日 ( 月 )

  2月は国民健康保険税第8期の納付月です。納期限は
2月28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。納付が困難な方は早めに、収税課まで
ご相談ください。
　口座振替の方は、口座の残高をご確認ください。
※市では納税意識の向上と、税の公平性を保つため、
　滞納処分(差押)を行っています。
1月の滞納処分(差押)件数
不動産21件・預貯金15件・生命保険1件・給与2件　計39件

　潮来市　収税課　TEL 63-1111　内線127～129

1月の滞納処分(差押)件数
不動産21件・預貯金15件・生命保険1件・給与2件　計39件

清  掃  大  作  戦

日　時

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！

不 燃 ご み の 搬 入 停 止

期　間

問合せ

申込方法

申込方法

応募締切

募集人数

応募方法

応募方法

対象年齢採用人数

採用日時

勤務時間

応募締切

応募方法

募集人数

応募期間

提出書類

選考方法

応募資格

募集人数

勤務時間

勤務内容

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

説明会

内　容

日　時

日　時

対象者

場　所

場　所

参加料

集　合

場　所

時　給

会　費

試験日

小 学 生 水 泳 教 室 

茨 城 県 警 察 官 採 用 試 験

潮来市社会福祉協議会　非常勤契約職員

春の偕楽園と千波湖一周ウォーキング

水郷まちかどギャラリー 展示案内

問合せ

問合せ

養護老人ホーム鹿行潮来荘
非常勤嘱託職員

入場料展示内容催し物名 期　間

小中学生の絵
画・ポスター

「家庭の日」
絵画・ポスター展

無　料

押し花

3/1(火)～
 3/6(日)

午前10時～午後6時　 終日は午後3時まで

午前10時～午後6時

3/9(水)～ 
3/13(日)

わかば押し花
教室作品展

写　真

午前10時～午後6時 初日 午後1時から 終日 午後3時まで

 3/15(火)～
 3/20(日)

潮来写友会
写真展

書　道

午前10時～午後6時 初日 午後3時から 終日 午後4時まで

3/24(木)～
3/27(日)

日本習字
中村支部教室文化祭

絵　画

午前10時～午後6時　 終日は午後4時まで

 3/30(水)～
 4/3(日)

高塚和美展 
散歩みち（水彩画）

対象者

申込締切

日　時

場　所

内　容

参加費

問合せ

場　所

入場料

問合せ

問合せ

高 齢 者 は つ ら つ 百 人 委 員 会

任　期

応募方法

問合せ・申込先

問合せ・相談先
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