
①健康づくり標語募集(一般募集の部)

　　　　　　

　・あなたが考える健康な都市(まち)のイメージ

　・健康づくり(健診を受ける大切さなど)について

　　　　　　市内在住の市民

　　　　　　

　①標語 ②郵便番号 ③住所 ④氏名(ふりがな) 

　⑤年齢 ⑥電話番号をご記入のうえ郵便、FAXの

　いずれかでご応募ください。

　※作品公表時は、「氏名」を公表いたします。

　　　　　　8月29日(金)(当日消印有効)

　　　　　　

 【標語】最優秀賞(1名)　図書カード　10,000円

 　　　　優 秀 賞(2名)　図書カード　 5,000円

 　　　　特 別 賞(2名)　図書カード   3,000円

 【愛称】採用者(1名)図書カード10,000円及び記念品

　※採用した愛称に複数応募があった場合は、

　　抽選により採用者1名を決定します。

②かすみ保健福祉センター愛称募集

(一般募集の部)

　地域の母子保健や成人保健事業の拠点であり、

　住民の健康づくりを提供する場であるかすみ保

　健福祉センターが、市民に親しみのある施設と

　なる愛称を作成してください。

　　　　　　市内在住の市民

　　　　　　

　①愛称 ②郵便番号 ③住所 ④氏名(ふりがな) 　

　⑤年齢 ⑥電話番号をご記入のうえ郵便、FAXの

　いずれかでご応募ください。

　※愛称公表時は「氏名」での公表となります。

　　　　　　8月29日(金)(当日消印有効)

　　　　　　記念品贈呈

　※愛称は未発表のもので、ひとり1点とします。

　なお、愛称の権利は潮来市に帰属し、かすみ保

　健福祉センターの愛称として使用されます。

　　　　　　　　 (①②共通)

　〒311-2434 潮来市島須777

　潮来市かすみ保健福祉センター 標語・愛称募集係

　TEL.64-5240、FAX.80-3077

　※応募用紙は、かすみ保健

　　福祉センターにあります。

　　市のホームページ(http:

　　//www.city.itako.lg.jp

　　/news.hp?code=1162)から

　　もダウンロードできます。

標語・愛称  募集！

テ ー マ

応募資格

応募方法

応募締切

賞　　品

テ ー マ

応募資格

応募方法

応募締切

賞　　品

問合せ・応募先

　市では、結婚を望まれている皆さんを支援するた

め、地域の世話役として温かく見守り、そっと後押

し、時には強くフォローするおせっかいさんと婚活

イベントスタッフ(ボランティア)を募集します。

　

　　　　　　

　申込書は市役所市民福祉課にあります。また、市

　ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1161)からダウンロードできます。

　　　　　　潮来市市民福祉課

　　　　　　TEL.63-1111 内線385

　　　　　  平成27年1月11日(日)

　　　　　　受付：午前10時

　　　　　　式典：午前10時30分～午前11時00分

　　　　　　潮来市立中央公民館　大ホール

　　　　　　

　平成6年4月2日から平成7年4月1日

　(該当者の方には、11月中旬に案内状を発送する

　予定です。)

　就職や進学のために転出し、現在潮来市に住民

　登録のない方で出席を希望される方は、10月31

　日(金)までに各公民館(中央・潮来・津知・延　

　方・大生原・牛堀)にご来館のうえ、申込書の提

　出をお願い致します。なお、ご家族の方による

　代理申請でも結構です。

※潮来市ホームページ(http://www.city.itako.

　lg.jp/index.php?code=1147)にも案内・申込書

　が掲載されております。

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

　公民館では、生涯学習の分野において講座の講師

としてこれまでの知識や経験を生かしていただける

方を募集します。申込書は各地区公民館(中央・潮

来・津知・延方・大生原・牛堀)にございます。

　　　　　　市内に在住、または在勤の20歳以上

　　　　　　の方。

　※詳細は、お問い合わせください。

　　　　　　〒311-2423 潮来市日の出3-11

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

　　　　　　市内に住民登録があり、今年度受診
　　　　　　されていない方
　【子宮頸がん】
　　20歳以上の女性(平成7年3月31日生以前の方)
　【乳　が　ん】
　　40歳以上の女性(昭和50年3月31日生以前の方)
　　昨年度マンモグラフィを受けていない方
　　　　　　
　【子宮頸がん】子宮頸部細胞診
　　　　　　　　(子宮頸部の細胞を採取する検査)
　【乳　が　ん】マンモグラフィ
　　　　　　　　(乳房エックス線検査)
　　　　　　　平成27年2月27日(金)
　　　　　　　各2,000円
　　　　　　
　かすみ保健福祉センターへ事前申込みが必要です。
　申込みをされた方に受診券・問診票等を郵送し
　ます。受診券の交付を受けてから、医療機関へ
　予約してください。個人負担金は医療機関へお
　支払いください。

　　　　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター
　　　　　　　　　TEL.64-5240、FAX.80-3077

　国道51号の法面復旧工事に伴い、通行止め・通行
規制を行います。道路利用者の皆様へはご迷惑をお
かけ致しますが、ご協力をお願いいたします。

①大塚野隧道
　全面通行止め(歩行者通行可)
　【時　期】8月上旬(潮来祇園祭礼後)～9月下旬
　【時間帯】午前9時～午後5時(作業時間帯のみ)

②国道51号
　片側交互通行規制
　【時　期】8月上旬(潮来祇園祭礼後)～9月下旬
　【時間帯】午前9時～午後5時、午後9時～午前5時

----------------　　
　　　　　　国土交通省 関東地方整備局
　　　　　　常陸河川国道事務所 鹿嶋国道出張所
　　　　　　TEL.0299-82-1509
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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成26年度 第 8 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　　　　　　8月20日(水)
     　　　 午前10時15分～11時45分、午後1時～4時
　　　　　　(11時45分～午後1時を除く)
　　　　　　ショピングセンター アイモア
　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター
　　　　　　TEL.64-5240

　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。
　　　　　  8月6日、8月20日、
　　　　　　(8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
　　　　　　事前にTELにて要予約
　　　 　 　関東信越税理士会潮来支部 
　　　　　　TEL.84-7339

　相続、贈与、会社等、およびこれらに関連する不
動産、法人登記、裁判、借金、日常生活のトラブル
に関するご相談にご利用ください。　　
　　　　　　8月4日(月)午前9時～午後5時
　　　　　　茨城県内の各司法書士事務所
　　　　　　事前に各司法書士事務所へお申し込
　　　　　　みください。
　　　　　　茨城司法書士会 TEL.029-225-0111

　霞ヶ浦の公園などを巡り、霞ヶ浦の「川の通信簿」
を作ります。参加者の皆様にご採点頂く「川の通信
簿」は、国土交通省において、これからの霞ヶ浦の保
全や整備を考える為の重要な資料となります。
　　　　　　8月26日(火)～27日(水)
　　　　　　午前10時～午後5時
　　　　　　霞ヶ浦周辺(バスで移動しながら採点)
　　　　　　　　
　8月26日(火)…霞ヶ浦河川事務所(潮来市潮来)
　8月27日(水)…霞ヶ浦総合公園駐車場(土浦市大岩田)
　　　　　　どなたでもご参加いただけます
　　　　　　(小学生以下は保護者同伴)
　　　　　　各回20人先着順(26日・27日の両日
　　　　　　　　　　　　　 参加も可能です)
　　　　　　無料
　　　　　　電話またはFAX(住所･氏名･連絡先･
　　　　　　人数を記入)でお申し込みください。
　　　　　　8月8日(金)17時15分
　　　　　　　　　　8月19日(火)までに通知予定

　国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 
　調査課　TEL.63-2415、FAX.63-2495

子宮頸がん・乳がん医療機関検診のご案内

対 象 者

検診内容

申込期限

個人負担金

受診方法

実施医療機関

申込み・問合せ

医療機関名 所在地 電話番号 検診内容

大久保診療所
潮来市潮来

143-2
0299-

62-2506
子宮頸がん

小山記念病院
健康管理センター

鹿嶋市厨
5-1-2

0299-
85-1139

子宮頸がん
乳がん

白十字総合病院
神栖市賀

2148
0299-

92-3311
子宮頸がん

乳がん

公 民 館 講 座 講 師 募 集

応募資格

申込み・問合せ
問合せ

おせっかいさん イベントスタッフ

活動内容
結婚の相談、お見合

いなどの婚活支援

婚活イベントの企画

運営等

応募

できる

方

潮来市在住の成人男

女で誠実に婚活活動

支援に取り組める方

潮来市在住の成人男

女(独身)の方

募集人員 約20名 約5名

申込方法

問合せ

潮来市婚活活動支援員(ボランティア)
を募集します

平成27年「新成人のつどい」を開催します

日　　時

新成人該当者

問合せ

大塚野隧道通行止めと国道51号通行規制のお知らせ

場　　所

  献血にご協力ください

場    所

日　　時

問合せ

税 理 士 に よ る 無 料 税 務 相 談

場　　所

開 催 日

時　　間

申込方法

問合せ

司 法 書 士 に よ る 無 料 法 律 相 談

日　　時

場　　所

申込方法

問合せ

みんなでつける霞ヶ浦の通信簿 採点者募集

日　　時

採点場所

集合・解散場所

対 象 者

募集人数

参 加 費

申込方法

申込締切

申込先・問合せ

応募者への参加通知



＜＜注意＞＞

・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、被災し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。

・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。

　(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部分の床面積が延べ

　　 面積の2分の1を超えるものであること。

　(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。

　　　

　・上記「対象建築物」の所有者　で、市税の滞

　　納が無い方。

　※所有者：市内の対象建物の所有者または同居

　　　　　　する家族の方(借家人は除きます)

　　　　　　　2,000円

　　　　　　　10戸(予定戸数を超えた場合は

　　　　　　　　 　抽選とします。)

　　　　　　

　8月1日(金)～11月28日(金)

　午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)

　※募集期間が過ぎても10戸に満たない場合は追

　　加募集いたします。その際は再度ホームペー

　　ジや広報紙などでお知らせいたします。

　所定の申込書に必要事項を記入してお申し込み

　ください。申込書は、都市計画課の他、市の

　ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1140)　からもダウンロードでき

　ます。

　※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346

木造住宅耐震診断の希望者を募集します

募集戸数

対象建築物

個人負担金

募集期間

耐震診断を受けることのできる方
（※）

申込み・問合せ

申込方法

　市では、地震に強いまちづくり

を推進するため、旧耐震基準で建

築された市内にある木造住宅の

「耐震改修」に対して、補助を行

います。

　　　　　 (全てを満たすことが必要)

　(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅

　　 で丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの

　(2)2階建て以下で、延べ床面積30平方メートル

　　 以上のもの

　(3)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満で

　　 あること

　(4)所有者が居住していること

　(5)所有者及び所有者と同一の世帯に属する者が

　　 市税を滞納していないこと

　(6)被災住宅復興支援利子補給を併用していない

　　 こと

　(7)期限内に申請し、申請した年度の2月末日ま

　　 でに完了すること

　【①耐震補強設計の場合】

　・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であ

　　ること　

　・耐震診断の結果、耐震性を向上するための補

　　強計画であること

　・補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木

　　造建築士であること

　・補助額は、耐震補強設計に要する経費の3分の

　　1に相当する額。ただし、その額が10万円を超

　　えるときは、10万円を限度とする。

　・募集戸数：5戸

　【②耐震補強工事の場合】

　・補強後に上部構造評点が1.0以上になること

　・工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受け

　　ている建設業者であること

　・補助額は、耐震改修に要する経費の2分の1に

　　相当する額。ただし、その額が30万円を超え

　　るときは、30万円を限度とする。

　・募集戸数：5戸

　　　　　　

　8月1日(金)～12月12日(金)

　午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)

　所定の申込書に必要事項を記入してお申し込み

　ください。申込書は、都市計画課の他、市の　

　ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1141)からもダウンロードでき　  

　ます。

　　　　　　

　　　　 潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線346

　　　　　　9月16日(火)8時10分集合

　　　　　　旧市営あやめ駐車場(アイモア側)

　　　　　　茨城空港、涸沼自然公園(昼食)、

　　　　　　大洗めんたいパーク 等

　　　　　　1,500円(交通費・昼食代含む)

　　　　　　市内在住の65歳以上の方

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　

　往復ハガキに郵便番号･住所･氏名･電話番号･年

　齢･性別を記入し送付してください。

　※参加の可否については、応募者全員に通知し

　　ます。

　　　　　　　　　〒311-2424 潮来市潮来653-1

　　　　　　　　　磯山和枝 TEL.62-4150

　視覚に障害のある方の見えにくさを補うための

補助具(レンズや拡大読書器など)を展示したり、

相談会を行ったりします。小さなお子様や保護者

の方だけでなく、成人の方や関係機関からの参加

もお受けしています。

　入学を前提とした相談会ではありませんので、

お気軽にご参加ください。相談無料。

　　　　　　8月26日(火)午前11時～午後3時

　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター学習室

　　　　　　(鹿嶋市宮中4631-1)

　　　　　　お電話またはメールでお申し込み

　　　　　　ください。

　　　　　　

　茨城県立盲学校地域支援部 TEL.029-221-3388

　e-mail: shien@ibaraki-sb.ed.jp

　住宅用土地を取得した日から2年(平成16年4月1

日から平成28年3月31日までに土地を取得した場合

は3年)以内に住宅を新築した場合や、土地取得後1

年以内に中古住宅を取得した場合で、一定の要件

を満たしていれば、その土地に係る不動産取得税

が減額・還付されます。

　この減額は、申請により適用となりますので、

土地の不動産取得税を既に納められた方で、申請

のお済みでない場合は、早めに申請していただく

ようお願いいたします。(申請期限：家屋完成後5

年以内)

　このほか、東日本大震災等で代替不動産を取得

した場合につきましても、一定の要件のもとで不

動産取得税が軽減される場合があります。

            茨城県行方県税事務所課税第二課 　

　　　　　　TEL.0299-72-0773

　どなたでもご覧いただけます。興味のある方は
ぜひご覧ください。入場無料。
　　　　　　9月7日(日)午後2時
　　　　　　神栖市平泉コミュニティセンター
　　　　　　多目的ホール(神栖市平泉2751-2)
　　　　　　「利根川水運がもたらした文化」
　　　　　　千葉県立中央博物館　内田龍哉 氏
　　　　　　お電話にてお申し込みください。
　　　　　　150名(先着)
　　　　　　鹿行文化財保護連絡協議会及び
　　　　　　鹿行地方文化研究会
　　　　　　神栖市教育委員会文化スポーツ課
 　　　　　 TEL.0479-44-6496
　　　　　
　　　　
　　　　　　8月2日(土)午後1時30分
　　　　　　レイクエコー(行方市宇崎1389)
　　　　　　小学3年生～中学生、高校生、一般
　　　　　　特別講演「わが人生のシュプ－ル」
     　　　 講師：猪谷千春
　　　　    (1956年冬季五輪 回転銀メダリスト、
　　　　     IOC元副会長・現名誉委員)
　　　　　　茨城県トライアスロン協会会長代理
　　　　　　植田義継 TEL.63-2328

　「フォークリフト運転技能講習修了者証」を取
得して就職を目指すための講習会です。

　1班：9月30日(火)～10月4日(土)、10月21日(火)
　2班：9月30日(火)～10月1日(水)、6日(月)～8日
　　　 (水)、10月21日(火)
　
　鹿島勤労文化会館(鹿嶋市宮中325-1)
　鹿島港湾福祉センター(神栖市東深芝8-4)
　
　①ハローワークカードをお持ちで面接会を含む全
　　日程受講できる、就職を希望する55歳以上の方
　②普通自動車運転免許をお持ちの方
　　(大型特殊免許をお持ちの方は受講できません)
　　　　　　20名(事前面談・選考あり)
　　　　　　無料(交通費・昼食代等は自己負担)

　ハローワークカードと運転免許証など本人確認
　ができるものを用意し、潮来市シルバー人材セ
　ンターへ(郵送・ファクス不可)お持ちください。
　　　　　　8月29日(金)
　※申込者が定員の半数以下の場合、講習を中止
　　することがあります。
　※講習 終日に面接会を予定しています。
　※申込書はハローワーク、同センターにあります。
　　　　　　　　　 潮来市シルバー人材センター
 　　　　　 　　　 TEL.63-1213　
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