
　10月1日を基準日として、全
国で住宅・土地統計調査を実施
します。調査の対象となられた
お宅には、9月下旬から知事が
任命した調査員が身分証を携行
し伺いますので調査票へのご記入をお願い致します。
　　　　　　潮来市内の1,500世帯
　　　　　　
　①小子・高齢社会を支える居住環境
　②耐震性・防火性など住宅性能水準達成度や
　　省エネルギー性能住宅
　③土地の有効利用状況
　④東日本大震災による転居や改修工事
　以上の項目に関する実態把握を経て、基礎資料
となります。
　　　　　　潮来市総務課 TEL.63-1111 内線234

　12月1日、全国各地において「平成25年住生活総
合調査」を行います。
　10月に実施される住宅・土地統計調査(総務省)
に回答いただいた世帯の中から、潮来市では104世
帯が対象となります。統計調査員証を持った調査
員が対象となった世帯を訪問いたしますので、調
査票への記入をお願いいたします。
　　　　　　潮来市内の104世帯
　　　　　　11月21日(木)～12月10日(火)

①現在お住まいの住宅及びそのまわりの環境の評
　価について
② 近の居住状況の変化について
③住宅の住み替え・改善の意向について
　調査結果は住生活の安定・向上に係る総合的な
施策を推進する上での基礎資料として利用され、
広く国民一般の利用に供されます。
　　　　　　潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線347

　複数の企業の人事担当者と直接お会いできる
チャンス！雇用保険の求職活動実績になります。
履歴書は複数持参ください。参加費無料、申込み
不要です。
　　　　　　10月8日(火)午後1時30分～3時30分
　　　　　　鹿嶋勤労文化会館
　　　　　　学生を除く若者や離職された求職中の方
　　　　　　20社(県内に本社または就業場所があ
　　　　　　る事業所)
　　　　　　いばらき就職支援センター鹿行地区
　　　　　　センター　TEL.0291-34-2061

　市役所庁舎内の電気設備の定期点検により停電と

なるため一時的に証明書発行業務が利用できなくな

ります。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解

とご協力をお願いします。

　　　　　　

　10月5日(土) 正午から午後3時まで

　(点検状況によっては時間延長の

　 場合があります)

　①潮来市役所：自動交付機

　②中央公民館：証明書発行業務

　　　潮来市市民課　TEL.63-1111　内線112～115

　　　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

　潮来自慢の味や特産品が大集合！ 角川博さんに

よる歌謡ショーも必見です。

　　　　　　10月19日(土)・20日(日)

　　　　　　　午前9時～午後4時

　　　　　　旧潮来市営あやめ駐車場

　　　　　　

【両日】潮来味自慢コンテスト、物産展

【19日】こひつじ園・日の出小学校・牛堀中学　

　　　　校・潮来第二中学校による音楽の演奏、

　　　　レトロなCarにばる・池沢早人師トーク　

　　　　ショー他

【20日】潮来第一中学校・日の出中学校・潮来高

　　　　校吹奏楽部による音楽の演奏、角川博歌

　　　　謡ショー・ITAKO BIKE(展示)・中野真矢　

　　　　トークショー・フリーマーケット他

　　　　　　潮来市商工会　TEL.80-3831

　楽しい運動会を開催します。親子で楽しい時間

を過ごしましょう。どなたでもお気軽にご参加く

ださい。参加費や予約は不要です。

　　　　　　10月8日(火)午前10時～12時

　　　　　　(午後の子育て広場はお休みです)

　　　　　　中央公民館1階　和室

　　　　　　大玉転がし・ハイハイレースなど楽

　　　　　　しい種目がたくさん！

　　　　　　潮来市市民福祉課

     　　　 TEL.63-1111 内線388

　水郷いたこ大使「あやめ」は、昨年は全国で20
位(865キャラクター中)となりました。今年もグラ
ンプリ目指して頑張りますので、あやめへの投票
をよろしくお願いします！
　1つのアドレスにつき 毎日1票、
あやめへの投票をお願いします。
　　　　　　11月8日(金)まで

★携帯電話の場合★
　投票ID登録は不要です。ゆる
キャラ(R)グランプリ2013のトップ
ページ(http://www.yurugp.jp/ 
index.php)へアクセスし、「茨城
県」→「あやめ」→「このキャラ
に投票する」をクリックして投票
完了です。
★スマートフォンの場合★
①ゆるキャラ(R)グランプリ2013のトップページ

(http://www.yurugp.jp/index.php)へアクセス
し、「投票ID登録」をクリックし、「空メールを
送る」をクリックすると、メール送信画面が表示
されますので、そのまま送信してください。

　※迷惑メール対策等で、メールフィルター機能
　　をご利用の方は、「yurugp.jp」をドメイン指
　　定し、メールを受信できるようあらかじめ設
　　定してください。
②登録したメールアドレスに、「ゆるキャラ(R)グ
　ランプリ実行委員会」からメールが届きますの
　で、記載されているウェブサイトのアドレスを
　クリックし、パスワードを設定してください。
③あやめのページ(http://www. 

yurugp.jp/entry_detail.php?id
=96)へアクセスし、メールアド
レス(投票ID)、パスワードを入
力し、「このキャラに投票する」
をクリックして投票完了です。

※2日目以降は、③の作業のみで投票できます。
★パソコンの場合★
①ゆるキャラ(R)グランプリ2013のトップページ

(http://www.yurugp.jp/index.php)へアクセス
し、「投票ID登録」をクリックし、メールアドレ
ス(投票ID)とパスワードを登録してください。

②登録したメールアドレスに、「ゆるキャラ(R)グ
ランプリ実行委員会」からメールが届きますの
で、記載されているウェブサイトのアドレスを
クリックし、本登録を完了させてください。

③あやめのページ(http://www.yurugp.jp/entry_ 
detail.php?id=96)へアクセスし、メールアドレ
ス(投票ID)、パスワードを入力し、「このキャ
ラに投票する」をクリックして投票完了です。

※2日目以降は、③の作業のみで投票できます。

　　　　　潮来市秘書政策課 TEL.63-1111 内線205

①昭和56年5月31日以前に着工された建物で、階数
　が2以下の建物
②併用住宅においては居住の用に供されている部
　分が過半以上あるもの
③丸太組工法又は型式適合認定によるプレハブ工
　法以外のもの
④違法建築物以外のもの
⑤この制度により耐震診断を受けていないもの
　※税の滞納のある方は診断を受けられません。

＜＜注意＞＞
　り災証明において半壊以上の判定をされた住宅
は対象外です。
　耐震診断とは、昭和56年5月31日以前に建築さ
れた木造住宅について、大地震が起こった際に建
築物が倒壊する恐れがあるのかを数値で評価する
ものであり、被災にあった建築物が安全かどうか
を判定するものではありません。
　　　　　　2,000円
　　　　　　20戸(予定戸数を超えた場合は抽選)
　　　　　　10月1日(火)～11月29日(金)
　　　　　　市内の対象建物の所有者または同居
　　　　　　する家族の方（借家人は除く）
　　　　　　
所定の申込書に必要事項を記入して申込み（市
ホームページよりダウンロード可）
　※建築年月日の確認できる書類がありましたら
　　ご持参下さい。
　　　 　　 潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線347

～60歳からの長い人生を充実させましょう～

　高齢者にふさわしい仕事を提供することで、

生きがいと活力ある社会つくりに貢献していま

す。業務は、臨時的かつ短期的、または軽易な

ものです。

　①市内に居住するおおむね60歳以上の健康で、

　　働く意欲のある方

　②入会説明会を受け、センター事業の趣旨に賛

　　同する方

　③入会申込書と所定の書類を提出され、年会費

　　(2,000円)を納入する方

　④申込書等提出後理事会で承認された方

　　　　　　

　毎月第1・3月曜日(祝日の場合は火曜日)午後1時

　30分から開催(入会説明会に来られる方は、前の

　週の金曜日までに電話で連絡願います)

　　　　

 (公社)潮来市シルバー人材センター TEL.63-1213
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第 4 回  商 い 創 造 祭

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

証 明 書 発 行 業 務 停 止 の お 知 ら せ

停止日時

問合せ

木造住宅耐震診断の希望者を募集します

対象建築物

募集戸数

負 担 金

募集期間

申込方法

申込条件

問合せ

子 育 て 広 場 ( 運 動 会 )

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

停止内容

シルバー人材センター 会員募集

入会条件

入会説明会

問合せ

      投票をおねがいします
 (ゆるキャラ(R)グランプリ2013)

投票期間

投票方法

あやめのページ
QRコード

平成 2 5 年住宅・土地統計調査への
ご協力をお願いします

調査対象

目　　的

問合せ

住生活総合調査への
ご協力をお願いいたします

調査期間

目　　的

調査対象

問合せ

元 気 い ば ら き 就 職 面 接 会

日　　時

場    所

対 象 者

参加事業所

問合せ

 c 潮来市

ゆるキャラ(R)
グランプリ2013

QRコード

問合せ

 c 潮



　「いじめ」や虐待児童など子どもをめぐる様々

な人権問題に積極的に取り組むことを目的とし

て、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実

施し、悩みを持ったお子様や保護者の方からの相

談に応じます。秘密厳守。

　　　　　　9月30日(月)～10月4日(金)

　　　　　　午前8時30分～午後7時

　　　　　　法務局職員・人権擁護委員

　　　　　　0120-007-110

　　　　　　(全国共通フリーダイヤル)

　学校のこと、家庭のこと、心と体のこと、非行

のこと、職業のことなどで悩みや不安があるとき

は、1人で悩まずに相談窓口をご利用ください。

【パソコン・スマートフォンから】  【携帯電話から】　   

「女性青少年課相談窓口」で

　　　　　検索

　　茨城県女性青少年課 TEL.029-301-2183

　　　　　　毎週火曜日・土曜日、午後7時～9時

　　　　　　日の出中学校体育館2階 柔道場

　　　　　　性別・年齢・経験不問

　　　　　　1,000円／月(練習生のみ)

　　　　　　黒田賢次(他指導者多数)

　　　　　　潮来市体育協会柔道部 

    　　　　荒張 TEL.090-2486-2968

　ひたちなか地区を巡るバスツアーや特産品のグ

ルメ屋台、ご当地ゆるキャラによるステージショー

など盛りだくさんのイベントです。

　　　　　　10月20日(日)午前9時30分～午後5時

　　　　　　国営ひたち海浜公園　水のステージ

　　　　　　入園料は無料(駐車料金は別途必要)

　※ひたちなか地区見学バスツアーは当日受付

　　(先着順)

　　　　　　茨城県ひたちなか整備課

　　　　　　TEL.029-301-2772

　　　　　　10月12日(土)～13日(日)

　　　　　　午前9時～午後3時

　　　　　　水郷県民の森ビジターセンター内展示

　　　　　　山野草の展示

　　　　　　水郷県民の森管理事務所 TEL.64-6420

　不動産鑑定士が、不動産の価格などの相談にお

応えします。相談料無料。

【水戸会場】10月4日(金)午前9時30分～12時

【土浦会場】10月9日(水)午前9時30分～12時

【水戸会場】茨城県総合福祉会館 4F 小研修室A　

　　　　　　(水戸市千波町1918 )

【土浦会場】茨城県県南生涯学習センター 小講座

　　　　　　室1(土浦市大和町9-1 ウララビル5F) 

 　　　　　 当日会場にてお申込ください

　　　　　　(社)茨城県不動産鑑定士協会 　　　

　　　　　　TEL.029-246-1222

　登記、供託、戸籍・国籍、人権

擁護など法務局の取り扱う業務全

般について、法務局職員、司法書

士、土地家屋調査士、公証人及び

人権擁護委員が相談に応じます。

相談無料。秘密厳守。

　　　　　　10月6日(日)午前10時～午後4時

　　　　　　(受付は午後3時まで）

　　　　　　水戸地方法務局鹿嶋支局

       　　 (鹿嶋市大字鉢形1527-1)　　　　

　　　　　　

土地の境界争い、相続・贈与・売買などの登記

手続、抵当権の抹消手続、地代家賃の供託手

続、戸籍の届出方法、成年後見制度、夫婦・親

子など家庭内の問題、近隣とのトラブル、セク

ハラ、子どものいじめ、DV問題など

　　　　　　水戸地方法務局鹿嶋支局

　　　　　　TEL.0299-83-6000

　東日本大震災により、り災の判定を受けた自己

　居住用住宅の補修等(地盤改良等の液状化対策工

　事や擁壁復旧工事等の宅地復旧工事も含む)のた

　め、金融機関から資金融資を受けた方

　　①全壊・大規模半壊・半壊

　　※住宅を解体または解体予定で、被災者生活再

　　　建支援法の支援金300万円受給予定者を除く。

　　②一部損壊

　　　　　　　利子2％以内の借入利率に相当する額

①利子補給金交付申請書(様式第1号)

②個人情報確認同意書(様式第2号)

③住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し

④住宅復興資金の償還表(返済予定表)の写し

⑤工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

⑥り災証明書：税務課発行

⑦納税証明書(市税に未納がないこと)：税務課発行

⑧固定資産税土地・家屋課税明細書：毎年税務課から

　郵送

⑨住民票謄本：市民課発行

⑩戸籍謄本(※親族が借入した場合)：市民課発行

※⑨⑩については、②の提出があれば不要。ただ

　し市内に本籍・住民票があること。

　　　　　　平成26年3月31日(月)

　　 潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346･347

犬 の 登 録 と 狂 犬 病 予 防 注 射 ( 追 加 集 合 注 射 ) の お 知 ら せ

実 施 日 場 所 及 び 時 間

10月19日(土)
潮来市役所　本庁舎 午前9時～10時30分

潮 来 市 商 工 会 午前11時～正午

狂犬病予防法により、生後
91日以上の飼い犬は、犬の
生涯に1回の登録と、年に1
回の狂犬病予防注射が義務
付けられています。

☆今年度予防注射を受け
　た犬は、今回の注射は必
　要ありません。

☆当日以外にも動物病院で
　受けることができます。
☆登録している犬の死亡及
　び所有者・所在地変更な
　どがある場合は届出が必
　要です。持参物

登録していない犬（新規登録） 登録している犬

対　象

料　金

○新しく犬を飼った場合等
○登録はしているが、今年度狂犬病
　予防注射を受けていない犬

5,300円 3,300円

【内訳】
登録手数料 2,000円
狂犬病予防注射料金 2,950円

狂犬病予防注射済票交付手数料 350円

【内訳】
狂犬病予防注射料金 2,950円

狂犬病予防注射済票交付手数料 350円

●印鑑　　●上記料金

潮来市環境課　TEL.63-1111　内線 253問合せ

「被災住宅復興支援事業(利子補給)」を
ご利用ください

申込み・問合せ

申込締切

利子補給対象融資限度額

利子補給率

対 象 者

住宅のみ 640万円

宅地のみ 390万円

住宅及び宅地 1,030万円

必要書類

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ

日　　時

電話番号

相 談 員

不動産鑑定士による不動産無料相談会

日　　時

場　　所

申込方法

問合せ

「全国一斉！法務局休日相談所」開設

日　　時

場　　所

相談内容

問合せ

青少年関係の相談窓口

問合せ

安達太良高原ハイキング参加者募集！

日　　時

場　　所

参 加 費

募集人数

申込み・問合せ

　　　　　　12月7日(土)雨天決行

     　　 　笠松運動公園陸上競技場を中心とす

　　　　　　る周回コース

①職域・クラブ対抗の部　(5区間)　約15.15㎞

②市 町 村 対 抗 の 部  (7区間)　約21.21㎞

　　　　　　

①職域・クラブ対抗の部　　　　　

　団体ごとに3チームまでの出場とする。団体ごと

に、参加資格に従って編成する。監督1名・選手5

～7名(監督と選手は兼任してもよい)

※複数チーム参加の場合それぞれのチームは、異

　なるメンバーで編成すること。

競技方法：職域対抗クラブ対抗とする。(同一職域

　　　　　及びクラブから3チーム出場した場合

　　　　　は、3チームとも表彰の対象とする)

②市 町 村 対 抗 の 部

　市町村ごとに3チームまでの出場とする。市町村

ごとに、参加資格に従って編成する。監督1名・選

手7～13名以内。

※選手登録人数について…中学男子3名以内、中学

　女子2名以内、高校男子2名以内、高校女子2名以

　内、一般男子2名以内、一般女子(中学・高校女

　子可)2名以内

※複数チーム参加の場合それぞれのチームは、異

　なるメンバーで編成すること。

①職域・クラブ対抗の部 → 茨城県体育協会

  〒310-0911 水戸市見和1丁目356-2

　茨城県水戸市生涯学習センター分館内　公益財

　団法人　茨城県体育協会　事業課　石川

　TEL.029-226-9972、FAX.029-226-9973　　

　【申込期限】11月8日(金)

②市 町 村 対 抗 の 部 → 潮来市中央公民館

　〒311-2423 潮来市日の出3-11 潮来市中央公民館

  TEL.66-0660、FAX.66-4339　

　【申込期限】11月6日(水)

　　　　　　10月13日(日)市役所：午前5時30分

　　　　　　　　　　         (集合：5時15分)

　　　　　　福島県安達太良高原自然遊歩道

　　　　　　

一般：(大人)9,500円、(小学生以下)8,500円

会員：(大人)8,500円、(　　〃　　)7,500円

※ゴンドラ乗車賃、昼食・温泉（岳温泉・あづま

館）入浴料込み。

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　

  いきいきITAKOスポーツクラブ　TEL.64-5886

　(土曜)午後1時～4時、(日曜)午前10時～午後4時

第30回記念茨城県民駅伝競走大会参加者募集

日　　時

コ ー ス

チーム編成

申込書提出先及び連絡・問い合わせ先

柔道練習生・指導者募集

練習日時

場　　所

対 象 者

費　　用

専任指導

問合せ

秋の野草展

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

オータムフェスティバル 2 0 1 3

日　　時

場　　所

料　　金

問合せ
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