
　〒311-2493 潮来市辻626

　潮来市税務課 TEL.63-1111 内線132

　入園申込みを受け付けしています。利用を希望

する場合は、申込書の提出をお願いします。

　市民福祉課、幼稚園、保育園、認定こども園

　①幼稚園…………入園を希望される幼稚園

　②保育園…………市民福祉課

　③認定こども園

　　 教育部分：入園を希望される認定こども園

               (申込前に施設に確認してください)

　 　保育部分：市民福祉課

　　　　　潮来市市民福祉課 TEL.63-1111 内線386

　お気軽にご参加ください。参加無料、申込不要。

　　　　　　11月29日(土)午後2時30分～4時

　　　　　　潮来市立潮来公民館 大ホール

　　　　　　

　演題:「児童虐待から子どもたちを守るために」

　講師: 生越 達 氏(茨城大学教授)　

　　　　　　潮来市市民福祉課

　　　　　　TEL.63-1111 内線386

　市では、がんの早期発見・早期治療を目的に、

毎年胃がん検診を実施しています。この機会に是

非受診してください。

　　　　　　平成27年1月16日(金)

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　≪ひまわり≫

　　　　　　40歳以上で今年度受診されなかった方

　　　　　　

　・胃部レントゲン検査(バリウムを飲みます)

　・大腸がん(検便の提出のみです)

　　　　　　胃がん 500円、大腸がん 300円

　　　　　　お電話にてお申し込みください。

　　　　　　※お申し込みされた方に、後日、

　　　　　　　問診票等を送付いたします。

　　　　　　12月5日(金) 午後5時まで(期限厳守)

　　潮来市かすみ保健福祉センター《ひまわり》

　　TEL.64-5240

　こころの不安や悩み、不眠、うつ、アルコール依

存、高齢者の認知症等について専門の医師が相談に

応じます。お気軽にご相談ください。相談無料。

　　　　　　11月27日(木)午前10時～11時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　電話又は直接窓口で予約してください。

　　　　　　

　潮来市かすみ保健福祉センター《ひまわり》

　TEL.64-5240

　　　　　　平成27年1月18日(日)

　　　　　　午前10時～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　潮来市にお住まいの小学生親子

　　　　　　15組(定員になり次第締め切り)

　　　　　　エプロン、三角巾(バンダナ等)、

　　　　　　筆記用具、親子で米1合

　　　　　　無料

　　　　　　潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　　　　　　12月19日(金)までにかすみ保健福祉

　　　　　　センターに電話で申し込みください。

　潮来市かすみ保健福祉センター《ひまわり》

　TEL.64-5240
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いたこいたこいたこいたこいたこ
　元気な子どもたちに囲まれて働いてみませんか？

　　　　　　　　　　潮来市市民福祉課 TEL.63-1111 内線386

平成27年度『水郷潮来あやめ娘』募集

在籍期間

勤務日数・内容

募集人数

応募資格

応募方法

応募期間

手　　当

勤務内容

申込み・問合せ

胃がん・大腸がん検診のお知らせ

日　　時

受付時間 募集人数(先着順)

①午前7時30分～午前8時 50名

②午前8時30分～午前9時 〃

③午前9時30分～午前10時 〃

④午前10時30分～午前11時 〃

場　　所

対 象 者

検査内容

費　　用

申込方法

申込期限

申込み・問合せ

平 成 2 7 年 度  潮 来 市 立 幼 稚 園 講 師 ／ 保 育 士 嘱 託 員  募 集

申込み・問合せ

平成27年度 幼稚園・保育園・
認定こども園児 募集

こころの健康相談

日　　時

場　　所

申込方法

申込み・問合せ

お や こ 料 理 教 室

日　　時

場　　所

対 象 者

定　　員

参 加 費

申込方法

持 参 物

申込み・問合せ

申請書配布場所

申請書提出場所

問合せ

児童虐待防止等の啓発を図る講演会

内　　容

場　　所

日　　時

問合せ

税 務 課  臨 時 職 員  募 集

問合せ・申込先

職　　種 臨時職員(一般事務)

雇用期間
平成27年1月15日(木)～

平成27年3月31日(火)

募集人数 3名

業務内容
住民税申告・確定申告受付、
書類整理等

必要資格等
パソコン(ワード・エクセル等)の基本
操作ができる方

勤務時間
月曜日～金曜日(土、日、祝日を除く)
午前9時～午後4時(1日6時間以内で変
更あり)

報　　酬 時給750円(諸手当：通勤手当)

選考方法 面接・書類審査等

申込締切 12月5日(金)

申込方法

「平成 26 年度潮来市嘱託員・臨時職員
採用申込書」、「履歴書 ( 写真貼付 )」
を税務課まで提出してください ( 郵送
可 )。  
※申込書は市役所にあります。また、
市ホームページ (http://www.city.
itako.lg.jp/news.php?code=1296)
からダウンロードできます。

　　　　　　平成27年4月1日～
　　　　　　平成28年3月31日(1年間)

　①あやめまつりでのおもてなし及び事前キャン
　　ペーン等(4月～6月)…10日以上参加できる方
　　※あやめまつり期間中(5月23日(土)～6月28日
　　　(日))の土日勤務が主
　②市内等での行事、観光PR等(7月～翌年3月)…
　　5日以上参加できる方
　　　　　　15名程度

　①年齢は満18歳以上(平成27年4月1日現在)
　②国籍不問
　③現在、他のキャンペーンアシスタント等とし
　　て活動していない方

　所定の応募用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(L判)
　を添えて下記の申込み先へ持参または郵送して
　ください。所定の用紙は、市役所窓口に置いて
　あるほか、潮来市ホームページ(http://www.city.
　itako.lg.jp/ayamemusume)からダウンロードで
　きます。
　○Eメールでの申し込み
　応募フォームをダウンロードし、必要事項を記
　入のうえ、単独で大きく写っている写真1枚を添
　付し、下記アドレスへ送信してください。
　※メールの件名に「あやめ娘応募」と必ず明　
　　記すること。
　【送信先アドレス】musume@city.itako.lg.jp

　12月1日(月)～平成27年1月30日(金)
　※当日消印有効
　　　　　　
　日額 10,000円(各種手当を含む)
　※半日の場合は5,000円 ※交通費･宿泊費等別途相談
　
　H26年度 活動実績(抜粋)：
　安倍内閣総理大臣への表敬訪問・鹿島アント　
　ラーズホームタウンデイズ(オープニング参加)・
　テレビ出演(NHK全国版、いばキラTV)・ラジオ出
　演(茨城放送)ほか

　　　　　　　〒311-2493茨城県潮来市辻626
　　　　　　　潮来市観光商工課 TEL.0299-63-1111
　　　　　　　　　　　　　　 　内線241～244

募集職種 保育士 栄養士 調理員

募集人員 8名 1名 2名 9名 3名

勤務先

勤務内容 保育業務
献立作成及び
調理業務

給食調理及び
業務補助

保育業務 預かり保護業務

勤務資格

報　酬 117,000円 180,000円 108,000円

諸手当

雇用期間

勤務時間

午前8時30分～午後5時15分、週5日

勤務

※早番・遅番勤務が各週1日程度あ

ります。

早番 午前7時30分～午後4時15分

遅番 午前9時45分～午後6時30分

午前8時30分～

午後5時15分、

週5日勤務

午前9時～

午後4時、

週5日勤務

午前8時～

午後4時45分、

1日7時間45分、

週5日勤務

午前11時30分～

午後5時30分

1日5時間、

週5日勤務

休　日

社会保険等

必要な資格 保育士資格 栄養士資格 -

申込方法

申込期限

以下の書類を添え、市民福祉課まで提出してください(郵送可)。

①H27潮来市嘱託員採用申込書 ②履歴書(写真添付) ③資格等を証明する書類の写し

※採用申込書は市役所にあります。また、市ホームページからダウンロードできます。

12月19日(金)　午後5時まで

180,000円

通勤手当(通勤距離による)

平成27年4月1日(水)～平成28年3月31日(木)

土・日・祝日(雇用期間に応じた年次休暇あり)

年間行事等で休日に勤務する場合は、他の勤務日に振替

各種保険制度あり

幼稚園教諭免許

講師

市立幼稚園講師嘱託員

潮来市立潮来保育所(潮来市潮来471) 潮来市立幼稚園(延方・うしぼり)

潮来市もしくは近隣在住の方

市立保育士等嘱託員

　
　

　
　
　

　
　

　

　

　

　
　
　

嫁入り舟募集は
次号掲載です！

主　　催



　認知症の方を介護されているご家族が、日頃の

悩みや苦労などを一緒に語り合い、リフレッシュ

していただくために、交流会を開催します。介護

の方法は様々ですが、よりよい介護のために、家

族で交流をもってみませんか。参加費無料。

　　　　　　12月16日(火)

　　　　　　午後1時30分～午後3時30分

　　　　　　潮来市社会福祉協議会(潮来市辻765)

　　　　　　家族会について、介護等の対応方法

　　　　　　について、成年後見制度についての

　　　　　　情報交換

　　　　　　

　潮来市地域包括支援センター

　(潮来市社会福祉協議会内) TEL.63-1288

　将来、小山記念病院に勤務する看護師を育成す

るため、奨学生を募集します。

　　　　　　

　看護学校等(大学、専門学校)に入学見込みの方

　または、在学する方で、卒業後、小山記念病院

　において勤務する方

　　　　　　

　※①②のいずれかが選択可能です。

　　現在在学中の方には遡及して貸与可能です。

　　返済は、免除規定があります。

　　　　　　履歴書を持参または郵送してください。

　　　　　　314-0030 鹿嶋市厨5-1-2

　　　　　　小山記念病院事務局 TEL.0299-85-1132

　全国一斉電話相談会を開催します。労働問題・

年金問題について、国家資格者である社会保険労

務士(社労士)が相談に応じます。

　　　　　　12月2日(火) 午前11時～午後7時

　　　　　　0570-064-794(通話料はお客様負担)

　　　　　　茨城県社会保険労務士会

　　　　　  TEL.029-226-3296

　会議は午前10時開会です。詳しい日程は潮来市議会

ホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　　潮来市議会事務局

    　　　　　　　　　　TEL.63-1111 内線301

　　　　　　12月8日(月)

　　　　　　午前10時15分～11時45分、午後1時～4時

　　　　　　ショッピングプラザ　ラ･ラ･ルー 

　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　≪ひまわり≫ TEL.64-5240　

　期間中、休日・夜間の納税相談を実施します。平

日は忙しくて市役所へ行っている暇が無いなど、税

金の納付が困難な状態になっている方、また納税方

法について知りたい方などお待ちしております。

　12月1日は固定資産税4期、国民健康保険税5期の

　納期です。口座振替をご利用の方は残高の確認

　をお願いします。

潮来市税務課

　　　　　　TEL.63-1111 内線137～139

所得税の決算書・収支内訳書の作成方法や作成

にあたっての注意点などについて、個人事業者の

方を対象とした説明会を開催いたします。

※講師は潮来税務署の職員です。

※説明はすべて同じ内容(所要時間2時間程度)です

　ので、どちらの会場に出席していただいても結

　構です。

※主に営業所得・不動産所得のある方を対象とし

　た説明会ですが、農業所得のみの方がおいでい

　ただいても結構です。

※ご不明の点はお問い合わせください。

　潮来税務署 個人課税第一部門 記帳指導担当

　TEL.66-7510(直通)

　平成26年4月からの消費税率引き上げに際し、経

済的な負担を軽減するための臨時的な措置として、

・所得の低い方には「臨時福祉給付金」

・子育て世帯へは「子育て世帯臨時特例給付金」

を支給しています。申請先は、平成26年1月1日現

在住民登録をされていた市区町村です。

　潮来市では、7月23日(水)より順次、対象と思わ

れる方に申請書を郵送しています。

　　　　　　12月26日(金)

　※締め切り後の受付はできませんので、申請も

　　れのないようご注意ください。

　※申請書の記入方法や紛失による再発行等につ

　　いては、お問い合わせください。

　　　　　　　　　潮来市市民福祉課

　　　　　　　　  TEL.63-1111 内線388・391

　子育てについて学びましょう！今日から役立つ

お話が盛りだくさんです！

　　　　　　11月29日(土)　10時30分～16時

　　　　　　潮来公民館

　　　　　　ファミサポ会員および一般の方

　　　　　　約20名

　　　　　　

　　①幼児期の心と身体の発達(講話)

　　②作ってみよう!　消しゴムスタンプ♪

　　③児童虐待から子ども達を守るために(講話)

　　　　　　無料(昼食付き)

　　　　　　

　電話にてお申込みください

　※定員に近づいておりますので、ご希望の方は

　　お早目にお申込みください。

　　　　　　11月27日(木)

　ファミサポは、お子さんの一時預かりを通した

　地域の子育て支援活動です。会員随時募集中です。

　申込み・問合せは下記まで

　ファミリー・サポート・センター

　(潮来市市民福祉課内) TEL.63-1779

 　　　　 

　「しめ縄・正月飾り」の申込みを受付ます。

品目・価格等は、お問い合わせ下さい。

　　　　　　12月25日(木)

　　　　　　12月14日(日)～26日(金)

　　　　　　午前9時～午後4時

　　　　　　(公社)潮来市シルバー人材センター

　　　　　　TEL.63-1213

　毎日の食事で、家族みんな健康になりましょう！

　　　　　　12月17日(水)午前9時～午後1時

　　　　　　牛堀公民館

　　　　　　一般成人　　　　　　　　15名

　　　　　　500円　　　　　　　　　 なし

　　　　　　生活習慣病に関する講話と料理教室

　　　　　　エプロン、三角巾、筆記用具

　　　　　　官製はがきを持参の上、中央公民館

            または牛堀公民館にお越しください。

　　　　　　12月7日(日)

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

　おいしくヘルシーな手作りお菓子で家族みんな

でニコニコに！

　　　　　　1月31日(土)午前9時～正午

　　　　　　津知公民館

　　　　　　小・中学生親子(おじいちゃん、

　　　　　　おばあちゃんでも可)

　　　　　　7組14名　　　　　　

　　　　　　500円(大人のみ)

　　　　　　500円(1組あたり)

　　　　　　小松菜を使ったシフォンケーキ作り

　　　　　　エプロン、三角巾、布巾、台拭き、

　　　　　　ゴムべら、ハンドミキサー(ある方のみ)

　　　　　　官製はがきを持参の上、中央公民館

            または津知公民館にお越しください。

　　　　　　12月28日(日)

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

　市内各小中学校に夏休みの宿題として募集した

人権課題の優秀作品を展示します。皆様ぜひお越

しください。※12月4～10日は「人権週間」です。

　　　　　　

　12月3日(水)～12月10日(水) 午前10時～午後5時

　※10日のみ午前10時～午後3時。

　　月曜休館、入場無料。

　　　　　　水郷まちかどギャラリー

　　　　　　作文・ポスター・標語　計120作品

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

　県では、親の病気や虐待などで、生まれた過程

で暮らせない子どもに暖かな家庭的雰囲気で生活

できるように里親制度を積極的に推進していま

す。詳細は、茨城県子ども家庭課ホームページを

ご覧ください。

　　　　　茨城県福祉相談センター(中央児童相談所) 

　　　　　TEL.029-221-4150
問合せ

平成26年度 市税等滞納整理強化週間

実施日 開庁時間 会場

休日
11月29日(土)
・30日(日)

午前9時～
午後4時

夜間
12月1日(月)
～5日(金)

午後5時15分
～7時15分

潮来市役所
1階

税務課窓口

問合せ

　 献 血 に ご 協 力 く だ さ い

日　　時

場　　所

問合せ

平 成 2 6 年 分  決 算 等 説 明 会

開催日 開催時間 会場

12月1日(月)
鉾田市商工会館

2階会議室

12月2日(火)
鹿嶋市商工会館
3階多目的ホール

12月3日(水)
潮来市立中央公民館

3階視聴覚室

12月5日(金)
神栖市中央公民館
2階会議室1・2

午後
1時
30分
～

日時・場所

問合せ

臨時福祉給付金･育て世帯臨時特例給付金の
申請期限が迫っています

申込み・問合せ

生活習慣病予防料理講座 参加者募集

受 講 料

場　　所

日　　時

対 象 者 募集人数

教 材 費

内　　容

持 参 品

申込方法

申込締切

問合せ

親子でヘルシーお菓子作り講座 参加者募集

受 講 料

場　　所

日　　時

対 象 者

募集人数

教 材 費

内　　容

持 参 品

申込方法

申込締切

問合せ

申請期限

潮来市人権作品展覧会 開催

場　　所

日　　時

展示作品

問合せ

認知症の家族交流会 参加者募集

場　　所

日　　時

内　　容

申込先・問合せ

小山記念病院奨学生募集

対 象 者

貸 与 額

①5万円コース
初年度学費全額(入学金含む)
および月額5万円(2年目以降)

②10万円コース 月額10万円

応募方法

問合せ

社会保険労務士による電話相談会

日　　時

電話番号

問合せ

ファミリー・サポート・センター研修会

場　　所

対 象 者

日　　時

定　　員

内　　容

申込方法

参 加 費

申込期限

申込み・問合せ

しめ縄・正月飾り　申込み受付開始

申込締切

引渡期日

問合せ

あなたも里親になりませんか

問合せ

平成2 6年  第 4回潮来市議会定例会

開催日 内　容

11月26日(水) 開会・提出議案説明

12月 2日(火) 議案質疑・議案委員会付託

12月 9日(火) 市政一般に関する通告質問

12月10日(水) 委員会審査報告・議案採決・閉会

ゃん、
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