
　潮来市は、鹿島アントラーズのホーム
タウンとして、同クラブ所属の元日本代
表 中田浩二選手と女優 長澤奈央さんの
ご結婚にあたり、『宵の嫁入り舟』をと
り行います。みんなで祝福しましょう！

※今回は更に特別企画として「宵の嫁入り

　舟」終了後、お二人によるお披露目運航

　を実施します。

※ご来場の際は、車の乗り合わせにご協力

　ください。

　　　　　6 月 1 8 日 ( 水 )
　　　　　午 後 7 時 3 0 分 ～ 9 時
　　　　　水 郷 潮 来 あ や め 園

　　
　

　　　　　　 　

　潮来市観光商工課 TEL.63-1111 内線240
　潮来市秘書政策課 TEL.63-1111 内線212

　市民の皆様が健康で元気に暮らしていくため

に、楽しく学べる体験サロンです！

①花村理恵の健康フィットネス

　　　　　　6月23日(月)午後1時30分～3時30分

　　　　　　花村理恵 氏

　　　　　　(健康管理士、エアロビ講師)

　　　　　　無料

②アロマの嬉しい効果とは！

　　　　　　8月28日(木)午後1時30分～3時30分

　　　　　　久保木 み規(ミノリ)氏　　　　　　

　　　　　　(アロマセラピスト)

　　　　　　500円

【①②共通】

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　潮来市民

　　　　　　各60名(先着順)

   ※お子様連れもOKです(要予約。受け入れに限

　　 りがあります。）

　　　　　　

　住所・氏名・年齢・電話番号を、電話・FAX・　

　メール等でご連絡ください。

　　　　　　6月17日(火)

　　　　　　〒311-2434 潮来市島須777 

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター 

　　　　　　TEL.64-5240、FAX.80-3077、

　　　　　　E-mail: kenkou@city.itako.lg.jp

　潮来市文化協会の発表部門における活動の成果

をご覧ください。

　　　　　　6月14日(土)午前9時30分～午後4時

　　　　　　ショッピングセンターアイモア

　　　　　　JOYホール(2階)

　　　　　　

　大正琴・コーラス・民謡民舞・ギターアンサン

　ブル・手品・吟詠剣詩舞・フォークダンス・ハ

　ワイアン フラ・邦楽・カラオケ・潮来ばやし　

　(11部門)

　　　　　　無料

　　　　　　

　潮来市立

　中央公民館

  TEL.

　66-0660

　7月1日に、2つの調査を一体的に実施します。

　　　　　　7月1日現在

　　　　　　

①「経済センサス-基礎調査」

　産業分野ごとの事業所数や従業員

　の規模、経営組織などを調べるこ

　とで、我が国の産業構造や事業活動の実態を明

　らかにするための調査です。

②「商業統計調査」

　商品の販売額や仕入額、商品の仕入先などの流

　通状況、販売形態、営業時間などを調べること

　で、我が国の商業の実態を明らかにするための

　調査です。

　　　　　　全国すべての企業・事業所

　　　　　　

　都道府県知事が任命する調査員が、支社等のな

　い事業所及び新設された事業所を訪問して調査

　票を配布します。後日、記入済みの調査票を取

　り集めに伺います。

　※統計調査員は、顔写真入りの「調査員証」を

　　携帯しています。

　　　　　　総務省･経済産業省･茨城県･潮来市

　　　　　　潮来市総務課 TEL.63-1111 内線234

　市では、昼間労働等により保護者が不在の小学

生を対象に、放課後児童の健全育成を図るため学

童保育事業を行っております。それにともない、

指導員を募集いたします。

　〒311-2493潮来市辻626　

　潮来市市民福祉課 TEL.63-1111 内線388
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　　　　　　6月22日(日)　午前8時集合

　　　　　　潮来第二中学校体育館

　　　　　　次の条件①②をどちらも満たす方　

　　　　　　①潮来市民及び潮来市に勤務して

　　　　　　　いる18歳以上の方

　　　　　　②スポーツ保険に加入している方

　　　　　　5名以上8名以内男女混合

　　　　　　(女子のみのチーム可)

　　　　　　1チーム2,000円(組合せは大会本部で

　　　　　　　　　　　　　 行ないます)

　　　　　　潮来市立中央公民館にてお申し込み

　　　　　　ください。

　　　　　　

　6月9日(月)～16日(月)午前9時～午後5時　

　(16チーム揃い次第、申込は締め切ります。)

　※地区対抗ソフトバレーボール大会予選を7月頃

　　予定、決勝を9月頃予定しています。詳細は改

　　めてお知らせします。

　　　　　潮来市体育協会ソフトバレーボール部

　　　　　草野 TEL.090-3007-9534

　自慢の‘のど’をご披露ください！ 賞品多数ご

用意しております。

　　　　　　6月25日(水) 午後1時30分

　　　　　　500円(入館料別途)

　　　　　　15名(応募者多数の場合抽選)

　　　　　　ヘルスランドさくら受付にて、

        　　申込書を提出して下さい。

　　　　　　6月20日(金)

　◎毎月第1金曜日はレディースデイ実施中！　　

　　女性の来場者ポイント2倍です！

　　　　　　

　　　　　　潮来市立潮来ヘルスランドさくら

　　　　　　TEL.0299-64-5858

　　　　　　潮来市かすみ保健

　　　　　　福祉センター 

　　　　　　TEL.64-5240

問合せ

調 査 日

調査概要

経済センサス-基礎調査と商業統計調査への
ご理解とご協力をお願いします

調査対象

調査方法

実施機関

学童クラブ長期休業日(夏休み)指導員募集

申込み・問合せ

勤務場所 潮来市内学童クラブ

募集人員 5名程度

勤務時間

午前8時～午後6時の間 8時間以内で調
整(雇用期間 200時間以内)
※土・日・お盆(8月13日～16日)は
　お休みです。

業務内容 児童保育

時　　給 750円

雇用期間 7月22日(火)～8月29日(金)

応募要件
児童の育成に熱意と体力のある方。資

格は問いません。(学生アルバイト可)

応募方法 履歴書をご持参ください。(郵送可)

募集期間 6月9日(月)～6月20日(金)

日　　時

場　　所

参加資格

チーム編成

参 加 費

申込方法

問合せ

第24回潮来市民ソフトバレーボール大会
参加者募集

申込期間

ヘルスランドさくら カラオケ大会
参加者募集

日　　時

参 加 費

定　　員

申込方法

申込締切

問合せ・申込先

日　　時 場　　所

6月16日(月)
午前10時～11時45分、
午後1時～4時
(午前11時45分～午後
 1時を除く)

ホームジョイ本田
潮来店

献 血 に ご 協 力 く だ さ い

問合せ

潮来市「いきいき☆健康サロン」
フィットネス＆ハーブdeリラックスタイム！

日　　時

参 加 費

講　　師

日　　時

参 加 費

講　　師

対 象 者

場　　所

募集人数

申込方法

申込締切

申込み・問合せ

第16回 潮来市文化協会 芸能音楽祭開催

場　　所

日　　時

発表部門

入 場 料

問合せ

問合せ

あやめまつり特別企画
鹿島アントラーズ 中田浩二選手 ＆

女優 長澤奈央さん
ご夫妻による「宵の嫁入り舟」開催！

日　　時

場　　所

中田浩二選手 長澤奈央さん

©KASHIMA ANTLERS ©Ace Crew Entertainment,INC.

宵
の
嫁
入
り
舟



　建物を取り壊した際は、「家屋滅失届書」を市役

所税務課に提出していただくこととなります。届け

出が遅れると、取り壊された建物に来年度も課税さ

れる場合があります。家屋滅失届出書は税務課に備

え付けてあります。来庁の際は、印鑑をお持ちくだ

さるようお願いします。

　　　　　　潮来市税務課 TEL.63-1111 内線135

　※延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に

　　は、建設リサイクル法に基づき、工事着手の

  　7日前までに届出が必要となります。

　　　　　　茨城県鹿行県民生活センター

　　　　　　建築指導課 TEL.0291-33-4113

　　　　　水郷まちかどギャラリー　TEL.63-3113

　市在住で身体障害者手帳を持っている方の組織で
す。みんなで支え合い、会員同士の福祉の向上に努
めています。一緒に活動しませんか。
　　　　　　
　各種相談事業・スポーツ大会・夏の集い・
　クリスマス会・新年会・研修旅行など
　　　　　　1,000円
　　　　　　お電話にてお申し込みください。
　　　　　　
　潮来市社会福祉協議会内 潮来市身体障害者福祉　
　協議会事務局 TEL.63-1296、FAX.63-1265

※19日(木)は議会 終日で、各議案等の採決が行わ

　れます。 　　　  

         　潮来市議会事務局 TEL.63-1111 内線301

広報いたこ情報版　平成26年 6月 8日発行　発行者　潮来市長         　〒311-2493 潮来市辻626番地（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線211まで）

　　　　　　6月25日(水)午前10時～午後3時

　　　　　　　　　　 　※正午～午後1時は除く

　　　　　　潮来市立図書館

　　　　　　

　求人情報閲覧、職業適性診断、キャリアカウン

　セリング、職業紹介、応募用紙の書き方、ビジ

　ネスマナー、内職相談

　※事業主の方には、求人の受付も行います。

　　　　　　無料

　　　　　　お電話にてお申込みください。

　　　　　　6月24日(火)

　　　　　　　　　鹿行地区就職支援センター

　　　　　　　　　TEL.0291-34-2061

　茨城県本庁や県内の出先機関で育児休業を取得

した職員の代替職員として勤務していただく職員

(育休任期付職員)を募集します。

　　　　　　6月25日(水) 午前9時30分～

　①土木:1名、②薬剤師:1名、③管理栄養士:1名、

　④農業:4名、⑤畜産:1名、⑥林業:1名、

　⑦獣医師1名、⑧心理:2名、⑨作業療法士:1名、

　⑩保健師:2名

　　　　　　経歴評定、口述試験(個別面接)

　　　　　　代替する職員の育児休業の取得期間

　　　　　　内の定められた期間

　　　　　　郵送又は持参

　　　　　　6月18日(水)

　※郵送の場合：同日消印有効、持参の場合：同

　　日必着

　※受験資格等詳細はお問合せください。　

　　　　　　

　　　　 　 茨城県人事課 TEL.029-301-2278

　　　　　　

　7月15日(火)～24日(木)(7月24日消印有効)

　※申込書は必ず簡易書留郵便で提出のこと。

　平成26年4月1日において、高等学校卒業後2年以

　内の方、及び平成27年3月までに高等学校を卒業

　する見込みの方

　　　　　　

　第1次試験日：9月14日(日)

　第1次試験種目：基礎能力試験(多肢選択式)、

　　　　　　　　 作文試験

　※詳細はお問い合わせください。

　　　　　　水戸地方裁判所事務局総務課

　　　　　　人事第一係 TEL.029-224-8421

　　　　　　7月23日(水)～24日(木)

　　　　　　午前9時～午後3時30分まで

　　　　　　鹿行広域事務組合消防本部

　　　　　　70名

　　　　　　6月1日(日)～30日(月)

　　　　　　・定員になり次第締切。

　　　　　　・申請書配布場所：潮来消防署

　※講習について不明な点は、前記の受講申請書

　　配布、受付先までお問い合わせ下さい。申請

　　書は、消防本部ホームページからもダウンロ

　　ードできます。　

　　　　　　　　　潮来消防署　TEL.63-0119

　　　　　　7月5日(土)、12日(土)

　　　　　　午前9時～午後4時

　　　　　　水戸産業技術専門学院

　　　　　　(水戸市下大野町6342)

　　　　　　パソコンの基礎知識及びワード・　

　　　　　　エクセルの基本操作の習得

　　　　　　10名程度　※託児付き(要予約)

　　　　　　1,000円　　　　　　　6月20日(金)

　　　　　　

　　茨城県母子家庭等就業・自立支援センター

　　TEL.029-233-2355

　未就業の看護職に対し、 近の医療・看護に
関する知識や技術、再就業に必要な看護実践能
力を高める研修を行い、再就業についての不安
の解消を図り、職場復帰を円滑にすることを目
的とします。

　①離職後、ブランクのある未就業看護職員、　
　②復職後、1年未満で看護技術に不安のある看　
　　護職員　　　　　　

　①講義(5日間)(7/28、8/4、8/11、8/18、8/22)
　　【場所】白十字看護専門学校(神栖市賀)
　　　　　　(一時託児所があります。)　　　　
　実習(9月～平成27年3月)
　②実務研修：病院にて5～10日間
　③雇用一体型試用研修：3カ月以内
　(①②③は希望により選択＝組合せ可)　
　　　　　　無料　　　　　　　7月11日(金)

　公益社団法人茨城県看護協会 鹿行地域看護職員
　再就業支援事業所(鹿嶋訪問看護ステーション内)
　担当：児玉・前島
　TEL.0299-83-6088、FAX.0299-84-6252

　税金の専門家である税理士による無料税務相談で

す。相続税、贈与税、所得税などの税金の相談や個人

事業・法人の創業に関する相談にご利用ください。

　　　　　  6月18日、7月2日、7月16日

　　　　　　(6月～7月のみ記載、すべて水曜日)

　　　　　　午後1時30分～4時30分

　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　(鹿嶋市宮中)

　　　　　　事前にTELにて要予約

　　　 　 　関東信越税理士会潮来支部

　　　　　　TEL.84-7339

　　　　　　6月25日(水)午後1時30分～

　　　　　　土浦産業技術専門学院

　　　　　　高校生または、当学院を受験希望　

　　　　　　される方

　　　　　　機械技術科・自動車整備科・コンピ

　　　　　　ューター制御科・IT技術科

　　　　　　各科15名

　　　　　　電話・FAXでお申し込みください。

　　　　　　6月20日(金)

　　　　　　

  　　　　　土浦産業技術専門学院

　　　　　　TEL.029-841-3551、FAX.029-841-4465

　低身長や発達の遅れなどでご心配ご興味がある

方はぜひご参加ください。

　　　　　　7月5日(土)午後1時15分～

　　　　　　神栖市健康・福祉会館(神栖市溝口)

　座長：三笠小児クリニック院長 箕輪富公 先生

　・【講演1】原因特定可能な小児低身長は改善で

　　　　　 　きる可能性がある

　　　　　　 講師：神栖済生会病院小児科部長

　　　　　　　　　 庄野哲夫 先生

　・【講演2】小児の神経学的発達と発達障害

　　　　　　 講師：順天堂大学練馬病院教授

　　　　　　　　　 新島新一 先生

　・【無料相談会(午後3時15分～午後5時)】

　　※1組10分。事前に予約された方が対象です。

 

　お名前、無料相談会の参加希望の有無をご記入

　の上、メール(kodomonoseityou@gmail.com)にて

　お申し込みください。

　　　　　　神栖済生会病院 医療連携室 藤村 

　　　　　　TEL.0299-97-2111

就 職 支 援 セ ン タ ー 出 張 相 談

日　　時

場　　所

内　　容

申込方法

料　　金

申込締切

申込み・問合せ

裁判所職員採用一般職試験(高卒者試験)

受付期間

受験資格

試 験 日

問合せ

募集期限

甲種防火管理(新規)講習

日　　時

場　　所

定　　員

受付期間

申込先・問合せ

ひとり親家庭の父・母のための
「パソコン初級」就業支援講習会

内　　容

日　　時

場　　所

定　　員

自己負担額

申込み・問合せ

対 象 者

研修場所

受 講 料 募集期限

申込み・問合せ

鹿行地域看護職員再就業支援事業開始

土浦産業技術専門学院オープンキャンパス

日　　時

場　　所

対 象 者

申込方法

申込締切

申込先・問合せ

定　　員

訓 練 科

問合せ

建物を解体した場合は届け出が必要です

問合せ

潮来市身体障害者福祉協議会 会員募集

事業内容

年 会 費

申込方法

申込み・問合せ

期　間 催し物名 展示内容 備　考

5/21(水)
～

6/25(水)

水郷作家
展

小堀進・村
山密 他7名
の水郷の作
家による絵
画

午前10時～午後5時
会期中休館日なし。

6/28(土)
～

7/6(日)

関口
さおり
日本画展

日本画

午前10時～午後5時
初日は午後1時か
ら。 終日は午後3
時まで。月曜休館。

入場無料

水 郷 ま ち か ど ギ ャ ラ リ ー 展 示 案 内

問合せ

潮来市議会6月定例会 一般質問の開催

問合せ

開催日時

16日(月)
午前10時

1.沼里真一郎 議員
2.柚木    巖 議員
3.今泉  利拓 議員

4.原　 浩道 議員
5.村山 正光 議員

17日(火)
午前10時

1.薄井  征記 議員
2.吉川  　俊 議員

3.大平 幸一 議員

質　問　議　員

税 理 士 に よ る 無 料 税 務 相 談 所 開 設

場　　所

開 催 日

時　　間

申込方法

問合せ

こどもの成長に関する講演会

場　　所

日　　時

内　　容

申込方法

問合せ

茨城県育休任期付職員採用選考試験案内

試 験 日

採用予定人員

試験項目

任用期間

申込期限

申込方法

申込先・問合せ




