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軽自動車税の減免について
障害を持つ本人が使用する軽自動車、もしくは生
活を共にする方が障害を持つ方のために使用する軽
自動車税の減免制度があります。減免を受けようと
する方は、次の書類等をそろえて提出して下さい。
(減免できる軽自動車は1台です。ただし、普通自動
車(県税)で減免を受けている場合は該当になりませ
ん。) 障害の等級によって一定の要件があります
ので、詳しくはお問い合わせ下さい。
必要書類

①軽自動車税減免申請書(税務課にあります)
②身体障害者手帳または療育手帳、戦傷病者手
帳、精神障害者保健福祉手帳
③運転免許書のコピー ④車検証のコピー
⑤軽自動車納税通知書 ⑥印鑑
※昨年度減免を受けている方で、車種・所有者・
障害者手帳等に変更がない場合、下記の申請に
なります。
①軽自動車税減免要件等確認書(昨年減免された
方には送付します。)
②軽自動車納税通知書 ③印鑑
提出期限
6月1日(月)
問合せ

潮来市税務課 TEL.63-1111 内線132･133
茨城租税債権管理機構 不動産公売のお知らせ
一般の方も参加できる入札により不動産を公売
します。
日
時
6月2日(火)
午後1時20分～2時
場
所
水戸合同庁舎2階大会議室
公売対象不動産

・売却区分番号：27－10
・見積価格：1,910,000円(公売保証金200,000円)
・財産の表示(登記簿による表示)
(土地)
(1)所在：潮来市日の出三丁目、地番：6番9
地目：宅地、地積：207.48㎡
(建物)
(2)所在：潮来市日の出三丁目6番地9、
家屋番号：6番9、種類：共同住宅、
構造：木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、
床面積：1階69.56㎡、2階69.56㎡
※中止になる場合があります。
問合せ
茨城租税債権管理機構
TEL.029－225－1221

｢大塚野ずい道｣通行止めのお知らせ

児童手当申請・現況届提出のお願い

『児童虐待防止推進月間』標語の募集

大塚野ずい道の補修工事に伴い、大塚野ずい道
の通行止めを実施いたします。
道路利用者の皆様へはご迷惑をおかけ致します
が、ご協力お願いいたします。
「大塚野ずい道」：全面通行止め
時
期
5月中旬から6月下旬頃まで
工事時間帯
午前9時～午後5時※
※自動車については、終日通行止めです。
ただし、歩行者・自転車については、上記の
工事時間帯以外は通行可能です。

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日
まで）の児童を養育している方に児童手当が支給さ
れます。届け出を忘れないようお願いします。

毎年11月は、『児童虐待防止推進月間』です。
児童虐待問題への理解を深め、意識啓発を図るこ
とを目的に、標語を下記のとおり募集します。
(テーマ：児童虐待問題に関し、国民一人ひとりの意識
啓発を図るのにふさわしい、簡潔で覚えやすい標語)
応募方法
郵便はがき又は電子メールに、
①標語(一人につき１作品応募可能です)②郵便番号
③住所 ④氏名 ⑤年齢 ⑥職業 ⑦電話番号
を記入してください。
応募締切
平成27年6月16日(火) ※当日消印有効
応募宛先
①郵送の場合の送付先
〒210-8577 神奈川県川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市役所 市民･こども局 こども本部
児童家庭支援･虐待対策室 標語募集担当 宛
②電子メールの場合の送信先
E-mail：jidou-hyougo@city.kawasaki.jp
※メールの標題は、｢標語の応募｣としてください。
問合せ
厚生労働省 雇用均等･児童家庭局
総務課虐待防止対策室
TEL.03-5253-1111 内線7800

施工業者

株木建設株式会社

神宮橋作業所 TEL.66-7205

問合せ

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.82-1509

エコキャップ(ペットボトルキャップ)
回収の一時休止のお知らせ
これまで、潮来市役所・公民館・図書館等で回
収いたしましたエコキャップにつきましては、Ｎ
ＰＯ法人エコキャップ推進協会に引き渡しており
ましたが、このたび同法人の活動内容に問題が
あったとの報道を受け、平成27年5月31日をもちま
してエコキャップの回収を一時休止させていただ
きます。
なお、ペットボトルキャップにつきましては、
プラスチック類としてリサイクルしておりますの
で、今後はプラスチック・ビニール類（黄色い
袋）として、お出しいただきますよう、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
問合せ 潮来市環境課 TEL.63-1111 内線251～253

こころの健康相談実施のお知らせ
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、秘密厳守。
日
時
5月28日(木)午前10時～11時
場
所
かすみ保健福祉センター
申込方法
電話又は直接窓口でご予約ください
問合せ
潮来市かすみ保健福祉センター
《ひまわり》TEL.64-5240

献血にご協力ください
日
場
問合せ

時
所

5月25日(月)
午前10時15分～11時45分、午後1時～4時
ショッピングセンター アイモア
潮来市かすみ保健福祉センター
≪ひまわり≫ TEL.64-5240

支 給 額
児童の年齢
3歳未満
3歳以上小学校修了前
中学生

児童手当の額（1人当たり月額）
一律15,000円
10,000円（第3子以降は15,000円）
一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以
上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を
支給します。
※｢第3子以降｣とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後
の最初の3月31日まで)の養育している児童のう
ち、3番目以降をいいます。
支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの
前月分までの手当を支給します。(潮来市は10日
が支払日です。)
現 況 届

続けて手当を受ける場合、毎年6月に現況届が必
要です。(6月上旬に郵送します)

行政相談を行います

問合せ

潮来市 子育て支援室 ℡.0299-63-1111(内線385)

ひとり親家庭自立促進講習会
日

時

6月7日(日)～11月22日(日)の日曜日（22日間）
午前10時～午後4時
場

所

母子・父子福祉センター（水戸市八幡町11-52）
受講種目
医療事務講座
対 象 者

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦
（ひとり親家庭等となりおおむね7年以内で全日程
出席でき、今後就労を希望し技能認定試験を受
講する方。※受講経験者は除く）
定

員

24名程度

※定員を超えた場合は作文選考
受 講 料
6,000円（教材費等）、ボランティア
行事用保険料(講習初日に全額納付)
※所得額が3,010,000円以下の方は、修了後に交通
費の一部を支給
託
児
あり(2歳以上)
※無料または所得に応じ自己負担あり
申込締切
5月24日（日）※消印有効
問合せ・申込方法等

申込書と一緒に原稿用紙(A4)に受講したい理由･
受講動機を記載し、下記へお申込みください。
茨城県母子寡婦福祉連合会
母子・父子福祉センター TEL.029-221-8497

毎日の暮らしの中で、行政サービスについて制度
や仕組みが分からないなど、困り事や望んでいる
事がありましたら、お気軽にご相談ください。
無料・秘密厳守。
日
時
5月20日(水)午後1時～3時
場

所

津知公民館(学習室2)行政相談委員 久保木 裕さん
牛堀公民館(相談室) 行政相談委員 明間 愛子さん
問合せ
潮来市 秘書政策課
TEL.63-1111 内線205

いのちを守る赤十字講習「水上安全法講習」
\
水の事故を防ぎ、おぼれた人を救助する方法や応
急手当の技術が学べます。
講習内容
救急法基礎講習(心肺蘇生法等)
救助員養成講習(救助時の泳法等)
日
時
5月30日(土)・31日(日)・6月6日(土)
7日(日) 午前9時30分～午後4時30分
場
所
①潮来市民プール (前川1467)
②中央公民館 (日の出3-11)
※初日は、中央公民館集合
対 象 者
15歳以上でおおむね500m泳げる方
受 講 費
3,200円
申込み・問合せ

日本赤十字社 茨城県支部
TEL.029-241-4516
※当日会場でも受付できます。

愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに
狂犬病予防注射(集合注射)を実施します。犬の
具合が悪い場合は、無理をせず動物病院で注射を
受けてください。また、犬の死亡・住所変更・所
有者の変更があった場合は、市に届出をしてくだ
さい。
期
間
6月2日(火)～6月6日(土)
※時間、場所については広報いたこ5月号13ページ
・ホームページに記載、又はお問合せください。
持参するもの・料金

●新しく犬を飼った場合
①印鑑 ②料金 5,350円
●登録している犬
①市からの通知 ※印を押してきてください。
②料金 3,350円

公益財団法人 鹿島病院
認知症疾患医療センター主催 研修会
日

時

場

所

内

容

・第一部 ｢認知症の母の介護体験からの提言｣
常磐大学 教授 松原 克志 先生
・第二部 ｢認知症の治療と予防について｣
筑波大学 准教授 新井 哲明 先生
※内容は変更になる場合があります
対 象 者
一般市民(定員250名)
参 加 料
無料
申込期間
6月3日(水)まで
公益財団法人 鹿島病院
認知症疾患医療センター事務局 TEL.82-1271

潮来市環境課

TEL. 63-1111

内線251～253

近くにこんな花は見かけませんか？

～不正大麻・けし撲滅運動～
法律による栽培・所持などの禁止を知らずに不
正栽培していることがあります。疑わしい花を見
つけた場合は、潮来保健所までご連絡ください。
問合せ

茨城県潮来保健所衛生課 TEL.66-2116

平成27年度調理師試験及び製菓衛生師試験
調理師試験
製菓衛生師試験
願書配布 5月12日(火)から茨城県内保健所にて配布
願書受付
7月23日(木)・24日(金)
受付場所
茨城県内各保健所
試 験 日
10月10日(土)
10月15日(木)
・水戸葵陵高等学校
(水戸市)
水戸合同庁舎
試験会場
・茨城県立医療大学
(水戸市)
(阿見町)
問合せ

水郷イタコシティレガッタ2015
（37th）参加者募集!!
6月28日(日)
午前7時45分受付、午前9時00分開始
(※小雨決行)
会
場
潮来市立ボートセンター ｢あめんぼ｣
参 加 料
1クルー：4,000円 (中学生以下無料)
参加資格
小学生以上
楽しく漕ぎたい方なら、だれでもOK
締 切 日
6月8日(月) 午後5時まで
申込方法等 詳細はホームページをご覧下さい
(URL:http://www.city.itako.lg.jp/)
問合せ
潮来市中央公民館 TEL.66-0660
日

茨城県潮来保健所衛生課
TEL.66-2116

時

2015潮来市民ボート教室

期

日

場

所

募集人数

7月8日(水)
ジェイゴルフ霞ヶ浦(潮来市茂木279-1)
先着180名(1チーム：4名以上7名)
定員になり次第締め切ります。

プレー費

9,000円/人・セルフプレー
(参加費・プレー費・昼食・消費税・利用税込み)
※追加3,085円でキャディ付き・4B先着13組
競技方法

・1チーム：4名以上7名までによる団体戦。
・順位は上位4名のネットの合計とする。
・ハンディの算出はペリア方式とする。
参加資格

申込み・問合せ

生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法によ
り登録をしなければなりません。そして、
年1回の｢狂犬病予防注射｣を受けることが義務
づけられています。
問合せ

6月17日(水) 午後2時～4時30分
鹿嶋勤労文化会館 (鹿嶋市宮中325-1)

第24回 潮来市内対抗ゴルフ大会 参加者募集

開催

今年も、6月28日(日)に潮来市民レガッタが開催
されます。お友達・職場の仲間など皆さんで参加
してみませんか？(1チーム：漕手4名・舵手1名)
教室には１名でも参加ＯＫ！ちょっとしたコツで楽
しさ倍増です。気軽に参加してください。
開 催 日
毎週日曜日
(5月17日、31日、
6月7日、14日、21日 合計5日間)
時
間
午前9時～正午
場
所
潮来市立ボートセンター ｢あめんぼ｣
参 加 料
無料
問合せ
【平日】潮来市中央公民館
TEL.66-0660
【土・日・祝日】
潮来市ボート部事務局
・TEL.090-1667-8993(高清水)
・TEL.090-4524-1259(小高)

・①潮来市民
②潮来市内に勤務する者
③市内の各種団体で構成するチーム
・同一団体で複数チームの参加OK。
・3名以下の団体は近隣団体との混成を認める。
申込方法

潮来市立中央公民館又は潮来グリーンランドゴ
ルフ練習場へ「参加申込書」に必要事項を記入
し、6月17日(水)までに申し込みください(FAX
可)。申込用紙については、各地区公民館にもお
いてあります。
問合せ

潮来市立中央公民館 TEL.66-0660、FAX.66-4339
健康診断を受けましょう！
市では、特定健診の受診率アップのため、地区担
当保健師、管理栄養士が健診を受けていない方のご
家庭を訪問し、健診の受診をお勧めしています。
生活習慣病は症状がないのが特徴！元気だと
思っていても年に１回は必ず健診をうけ、身体の
状態を確認しましょう。
問合せ
潮来市かすみ保健福祉センター
≪ひまわり≫ TEL.64-5240
水郷まちかどギャラリー展示案内
期 間
5/ 5(火)
～
10(日)
5/16(土)
～
5/17(日)
5/20(水)
～
6/24(水)

催し物名 展示内容
全日写連
麻生支部 写真
写真展
薫風展
山野草・
～いたこ盆
盆栽
栽愛好会～

備 考
午前10時～午後5時
初日は午後1時から
最終日は午後3時まで
午前10時～午後5時
最終日は午後3時まで

小 堀 進 他 8 名 午前10時～午後5時

水郷作家展 の水郷の作家 会期中は休館日なし
による絵画

最終日は午後3時まで

※入場料無料・月曜日休館(水郷作家展は休館なし)
問合せ
水郷まちかどギャラリーTEL.63-3113

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナーのご案内
講座名

第二種電気工事士受験対策講座(技能）
第二種電気工事士（技能）受験対策・
内容
練習問題解説
7月6日・7日・9日・13日・14日・16日
講習日程
の6日間（午後6時～9時）
定員
15名（抽選）
受講料
2,980円（テキスト代含む）
応募期間 5月18日(月)～6月10日(水)
【往復はがき】の場合
①講座名②氏名③住所④電話番号⑤年
齢⑥職業（会社名）⑦日中の連絡先
を記入の上, 応募期間内に郵送してく
ださい。
申込方法
【インターネット】の場合
鹿島学院HPより必要事項を入力してく
ださい。
※詳しくは下記までお問い合わせくだ
さい。
申込先・問合せ

茨城県立鹿島産業技術専門学院(鹿嶋市林572-1)
TEL.69-1171、FAX.69-6455
鹿島学院ホームページ
(URL.http://business2.plala.or.jp/kasigise/)
E-mail：kasansen@pref.ibaraki.lg.jp
平成27年度甲種防火管理(新規)講習実施案内
7月22日(水)～23日(木)の2日間
午前9時～午後3時30分まで
場
所
鹿行広域事務組合消防本部会議室
鉾田市安房1418-15
定
員
70名
受 講 料
4,300円 (講習日初日に徴収予定)
受付期間
6月1日(月)～6月30日(火)まで
※締切日前でも定員になり次第締め切ります。
日

時

申請書の配布・受付場所
消防本部予防課 TEL.0291-34-7119 鉾田市安房1418-15
鉾田消防署

TEL.0291-34-0119 鉾田市安房1418-15

旭出張所

TEL.0291-34-4119 鉾田市玉田1043-3

大洋出張所

TEL.0291-34-5119 鉾田市大蔵1335-5

潮来消防署

TEL.0299-63-0119 潮来市大塚野1-13-2

行方消防署

TEL.0291-35-0119 行方市小幡1101-38

麻生出張所

TEL.0299-80-6119 行方市麻生3339-1

玉造出張所

TEL.0299-36-2799 行方市浜102-2

そ の 他

①ご不明な点は各受付場所までご連絡ください。
②申請書は鹿行広域事務組合消防本部HPからも
(http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu)
ダウンロードできます。
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