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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成27年度 第 14 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

　　        毎週日曜日　午後7時～午後10時
　　　　　　※12月29日～1月3日を除く
　　　　　　神栖済生会病院内
　　　　　　(神栖市知手中央7-2-45)
　　　　　　午後7時～午後9時45分
　　　　　　0299-77-9900
　　　　　　健康保険証、お薬手帳
　　　　　　※症状によっては他の医療機関の受
　　　　　　　診をお願いする場合もあります。

◇休日の日中は、休日当番医をご利用ください。
◇中学生以下の方は鹿嶋市夜間小児救急診療所
　(TEL.0299-82-3817)をご利用ください。
　　　　　　かすみ保健福祉センター
　　　　　　≪ひまわり≫ TEL.64-5240

　茨城県は、新鮮な野菜が身近にあります。美味し
い野菜を使ったれんこんバーグや切干大根のサラ
ダ、ミルク芋ようかんを、一緒に作りましょう！
　　　　　　11月11日(水) 午前10時～
            かすみ保健福祉センター
　　　　　　潮来市に在住の方 (定員20名)
            エプロン、筆記用具、米1合、
        　　三角巾（バンダナ等で可）
　　　　　　無料
　　　　　　潮来市食生活改善推進員連絡協議会
　　　　　　11月6日(金)まで
　　　　　　かすみ保健福祉センターまで電話で
　　　　　　お申し込みください。

　　かすみ保健福祉センター ≪ひまわり≫
　　TEL.64-5240

　プレミアム商品券(3種類)の使用期限は平成27年

12月30日(水)までとなっております。使用期限を

過ぎた場合はご利用できません。また、返金や換

金にも応じられませんので、必ず期限内にご利用

ください。

　　　　　　

　のぼり・ポスターのある店舗(潮来市内)

　※取扱店舗の一覧は潮来市商工会のホームページ

　　で確認できます。　　　　　

　　　　　　潮来市商工会 TEL.80-3831

　潮来市では、未納となっている市税等の徴収強
化のため、差押えた不動産について、公売を入札
の方法により行います。
　　　　　　11月20日(金)　受付：午後0時50分～
　　　　　　潮来市役所 3階 第1会議室

1.中止になる場合があります。
2.農地の場合は、潮来市農業委員会が発行する
　｢買受適格証明書｣の提出が必要となります。
　　　　　潮来市税務課 TEL.63-1111 内線137～139

　一般の方も参加できる入札により不動産の公売
を実施します。午後0時50分から受付を開始し、
午後1時から入札についての説明を行います。
　　　　　　11月10日(火)　午後1時20分～2時　
　　　　　　水戸合同庁舎 2階 大会議室

・売却区分番号：27－81
・見積価格：3,340,000円 (公売保証金340,000円)
・財産の表示(登記簿による表示)
　(土地)
(1)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番8
　 地目：雑種地、地積：84㎡、持ち分：4分の1
(2)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番13
　 地目：雑種地、地積：84㎡、持ち分：4分の1
(3)所在：潮来市大生字大生原、地番：1178番14
　 地目：雑種地、地積：358㎡　  
　(建物)
(4)所在：潮来市大生字大生原 1178番地14
　 家屋番号：1178番14、種類：居宅、
 　構造：木造スレートぶき平家建、床面積：86.12㎡
   　　　※中止になる場合があります。

　　茨城租税債権管理機構　TEL.029－225－1221

　秋の深まるこの季節、ちょっとお散歩に出かけ
て、パワースポット巡りをしてみませんか。
　　　　　　11月22日(日) 午後0時30分～4時10分
            ＪＲ潮来駅 (午後0時30分～1時)
　　　　　　無料
　　　　　　10月19日(月)～11月5日(木)　

　かすみ保健福祉センターまで電話またはメール
　でお申し込みください。氏名、住所、生年月日、
　電話番号を伺います。

～潮来駅から電車に乗って香取神宮を目指します～
●潮来駅発(午後1時33分)→香取駅着(午後1時40分)

→ウォーキング→香取神宮→ウォーキング(往復4.6km)

→香取駅発(午後4時1分)→潮来駅着(午後4時8分)

※駐車場は、アイモア屋上駐車場をご利用下さい。

　かすみ保健福祉センター ≪ひまわり≫
　TEL.64-5240、E-mail：kenkou@city.itako.lg.jp
　　　　　

　潮来市の介護の現状や、認知症と地域の見守り
活動についての講演会を開催します。
　　　　　　11月13日(金) 午後1時～3時
　　　　　　(受付：午後0時15分～)
　　　　　　潮来公民館
　　　　　　無料
　　　　　　
【潮来市の介護の現状について】
　　講師：潮来市保険年金課職員
【認知症と地域の見守りについて】
　　講師：認知症ケア研究所 高橋 克佳 先生
　　　　　　潮来市ボランティア協議会

　潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

　　　　　　11月18日(水) 午前9時30分～11時
　　　　　　(受付：午前9時～)
　　　　　　レイクエコー 多目的ホール
　　　　　　(行方市宇崎1389)
       　　 無料
　　　　　　11月5日(木)まで
　　　　　　電話またはFAXでお申込みください

　｢住み慣れた地域で生活をすることを支えるために｣
　講師：荒井 康之氏 (生きいき診療所 ゆうき院長)

　鹿島医師会 在宅医療・介護連携拠点事業 事務局

　(潮来保健所内)　TEL.66-2115、FAX.66-1613

　潮来応援団では地域貢献事業を

考えています。そこで、市内飲食

店の皆さまにアンケート調査を

行った結果、今回は試験的に

スポーツ観戦を居酒屋でプレ開催

することになりました。

　今回は、2015明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

第16節｢鹿島アントラーズVS横浜Ｆ・マリノス｣の

試合です。

　みんなで鹿島アントラーズを応援しましょう！

　また、今回アンケートにご協力いただきました

市内飲食店の皆様、誠にありがとうございまし

た。今後もアントラーズのアウェイの試合をはじ

めとしたスポーツ観戦の開催を検討しますのでご

協力をよろしくお願いします。

　　　　　　11月7日(土) 午後2時～4時　

　　　　　　※開場：午前11時30分～　

　　　　　　洋風居酒屋Pranzo

　　　　　　(潮来市小泉2059－1)

　　　　　　無料 (飲食代は自費)

　　　　　　

　申込みは必要ありませんが、お店にご予約いただ

　くと、確実にお席をご用意することができます。

　【予約先電話番号：66-3525】

　　　　　　

　台数に限りがありますので、満車の場合は延方小

　学校駐車場(潮来市小泉2090)をご利用ください。

　ピッツァマルゲリータ半額620円 (通常1,250円)

　

　潮来応援団事務局（潮来市役所秘書政策課内）

　TEL.63-1111 (内線205)

　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。(建

物の滅失登記をする場合は不要です。)届出がない

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。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

　　までに鹿行県民センター建築指導課への家屋滅失

　　届書の提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

内容・演題

潮来市不動産公売のお知らせ

日　　時

場　　所

問合せ

公売財産一覧表

土地
潮来市日の出五丁目15番14

潮来市日の出五丁目15番16
不要

30,000円

100,000円

２７－５
2,400,000円

土地
潮来市大塚野二丁目17番22

（267.05㎡）
不要

240,000円

潮来市大塚野二丁目22番7

２７－８
1,800,000円 土地

建物

潮来市上戸字寺後309番4 外2筆

潮来市上戸字寺後309番地5
不要

180,000円

不要
290,000円

２７－１０
270,000円

２７－４
980,000円

土地付建物 潮来市大生字石橋50番1 不要

２７－１１
300,000円

土地 潮来市上戸字寺後309番地3 不要
30,000円

２７－９
2,860,000円

土地付建物

田
潮来市潮来字瀬蔵下7477番

（1,451㎡）
要

50,000円

２７－３
320,000円

田
潮来市潮来字石川原7630番

（1,188㎡）
要

40,000円

２７－２
420,000円

売却区分見 積 価 額
財 産 種別

財　　産　　所　　在　　地
（面　　積）

買受適
格証明

書番 号 公 売 保 証 金

公売対象不動産

日　　時

場　　所

茨城租税債権管理機構 不動産公売のお知らせ

専用電話番号

持参するもの

そ の 他

問合せ

問合せ

建物を解体した場合は届け出が必要です

問合せ

【 日 曜 日 の 夜 間 】
急 な 軽 症 の 診 療 に 対 応 し て い ま す ！

問合せ

診療日時

場　　所

受付時間

持参するもの

申込締切

申込み・問合せ

対 象 者

地 元 食 材 を 使 っ た 料 理 教 室 開 催 ！

日　　時

場　　所

参 加 費

主　　催

申込方法

参 加 費

申込期間

申込方法

日　　時

集合場所

内　　容

申込み・問合せ

在宅医療・介護に関する講演会

場　　所

参 加 費

申込締切

日　　時

申込方法

申込み・問合せ

問合せ

｢ITAKO de スポーツ観戦｣開催のお知らせ

場　　所

参 加 費

日　　時

申 込 み

駐 車 場

特　　典

ITAKOプレミアム商品券のご利用はお早めに！

取 扱 店

問合せ

問合せ

内　　容

参 加 費

主　　催

地域で見守る認知症

日　　時

場    所

ヘルシーウォーキング大会参加者募集！
水郷潮来元気市・健康フェスタ・商い創造祭

同　日　開　催



　10月5日にマイナンバー制度が施行されたことに
伴い、全ての世帯にマイナンバーの記載された通
知カードが簡易書留で送付されます。
※送付時期は、11月末頃となる予定です。

　　　　　　潮来市市民課 TEL.63-1111 (内線112)

　11月末にかけて、住民票の住所地マイナンバー
が記載された｢通知カード｣が送付されますので、
住所地でカードを受け取れない方は、潮来市市民
課まで、申請願います。

※通知カードは転送不可の簡易書留で送付されます。

　　　　　　11月30日(月)

　　　　　　
・DV、ストーカー行為、児童虐待等の被害者
・一人暮らしで、医療機関等に入院されている方
・東日本大震災による被災者
※申請方法等、詳細は市民課へお問合せください。

　　　　　　潮来市市民課 TEL.63-1111 (内線112)

　科学の不思議・実験のおもしろさを、実際に作

って、さわって体験してみませんか。

　　　　　　11月15日(日)

　　　　　　午前9時30分～午後3時30分

　　　　　　※入場は午後3時まで

　　　　　　潮来市立潮来第二中学校

            無料

　　　　　　上履き

　　　　　　

　【サイエンスショー】　

　・Dr.ナダレンジャーの自然災害実験教室

　　開演時間 1回目：午前11時～ 2回目：午後1時～

　・サメのからだのひみつ

　　開演時間 1回目：午前10時～ 2回目：午後2時～

　【出展ブース】　　　　

　・楽しい実験・体験ブース (32ブース)

　駐車場は、潮来第二中学校になります。

　混雑が予想されますので、ご来場は乗り合わ

　せでお越しください。

　青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会実行委員会

　(潮来市立中央公民館　生涯学習グループ内)

　TEL.66-0660

　　　～ 11月9日(月)から11月15日(日) ～

　これから寒くなり、暖房器具を使用する機会が

多くなります。器具の取扱いに注意しましょう！

　　　住宅防火 いのちを守る 7つのポイント　　

【3つの習慣】

  ○寝たばこは、絶対やめましょう。

　○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で

　　使用しましょう。

　○ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火

    を消しましょう。

【4つの対策】

　○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を設

　　置しましょう。

　○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐ

　　ために、防炎品を使用しましょう。

　○火災を小さいうちに消すために、消火器等

　　を設置しましょう。

　○お年寄りや体の不自由な人を守るために、

　　隣近所の協力体制をつくりましょう。

設置しましたか？住宅用火災警報器

【設置しなければならない場所】

　○寝室(普段、寝室として使っている部屋)

　○階段(2階以上の階に寝室がある場合)

　※台所・居間(義務はありませんが、安心・安全

　　のため設置をおすすめします)

　　知っていますか？住宅用火災警報器の寿命

【設置後、約10年が交換の目安です】

　○古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、

　　火災を感知しなくなることがあるため、早めに

　　交換しましょう。(連動型を推奨します)

　○記入した｢設置年月｣または記入されている

　　｢製造年｣を確認してみましょう。

　　　　　  ・鹿行広域事務組合消防本部予防課

　　　　　　　TEL.0291-34-7119

　　　　　　・鹿行広域事務組合潮来消防署

　　　　　  　TEL.63-0119

　　　　水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

日　　時

場　　所

内　　容

持参するもの

問合せ

｢ 青 少 年 の た め の 科 学 の 祭 典 ｣
　 鹿 行 地 区 大 会 潮 来 会 場  開 催 ！

入 場 料

そ の 他

広報いたこ情報版　平成27年10月25日発行　発行者　潮来市長 原 浩道　〒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213まで）

平成２８年度

午後2時～3時　 午後2時～4時　 午後2時～5時

  600円／月　　　1,200円／月　 1,800円／月

うしぼり幼稚園

延方幼稚園 小泉2090
66-2533

2年保育
4歳児　35名
5歳児　19名

堀之内984-1
64-5766

2年保育
4歳児　35名
5歳児  14名

住所･電話 保育年数 募集人数幼稚園名

認可定員 受入年齢

市立潮来保育所 90 20 1歳～

私立スサキ認定こども園 115  3ヶ月～

私立認定こども園しらほ園 80 10 産休明～

105 20 6ヵ月～

私立認定こども園うしぼり園 105 16 産休明～

私立かすみ認定こども園  
75 18 産休明～

私立認定こども園慈母学園

私立認定こども園潮来こども園 90 10 6ヶ月～  

募集見込
住所・電話施 設 名

潮来471
62-3438

　洲崎3861-3　　
66-3584

　　大生1106-4
67-5620

　日の出7-15-18　
66-1133

　　上戸1899
64-2337

　永山742-1
64-5082

6ヶ月～  30170
日の出4-7
66-0624

産休明～20115私立認定こども園こひつじ園
須賀南135
80-1333

62-2437
潮来266-1

■入園資格　

市内在住の４・５歳児　
４歳児(平成23年4月2日～平成24年4月1日生)　
５歳児(平成22年4月2日～平成23年4月1日生)

■申込について

①申込書配布場所　
　市民福祉課(福祉事務所内)、各幼稚園

②申込書提出場所　
　入園を希望される幼稚園

③申込期間　
　11月2日(月)～11月30日(月)　
　午前8時～午後5時

■送迎について　

　延方幼稚園はバス、うしぼり幼稚園はタクシーを
利用します(希望者のみ)。送迎地区は幼稚園に
よって異なりますので、お問い合せください。

■預かり保育

①預かり保育とは
　降園後、家庭で保育をする方がいない園児に対して
午後5時まで幼稚園でお預かりします。

②預かり保育料

③その他　
 預かり保育利用の方は、帰りのバスおよびタクシー

    はありませんので、各家庭でお迎えをお願いします。

 

※募集人数については、見込のため変更する場合もあります。

問合せ

市立幼稚園･保育所 等 入所園児募集について

潮来市 市民福祉課 子育て支援室
TEL.63-1111　内線385、386、388

平成２８年度

　(土･日曜・祝日及び13日の休園日は除く)

保育所・認定こども園 園児募集保育所・認定こども園 園児募集
■教育認定
　認定こども園において教育を希望する場合
　３歳以上が対象となり、４時間の利用が
　標準となります。
　※潮来保育所は、教育認定の児童は入所
　　出来ません。
■保育認定
「保育を必要とする事由」に該当する
　ことが必要です。

主な保育を必要とする事由
●就労(就労時間は1ヶ月当たり48時間以上)
●妊娠、出産
●保護者の疾病、障害
●同居又は長期入院等している親族の介護・看護

■申込について
①申込書配布場所
　市民福祉課、保育所、認定こども園
②申込書提出場所
　教育認定・各施設へ直接申込
　保育認定・市民福祉課、保育所、認定こども園
③申込期間
　11月2日(月)～11月30日(月)
　※教育認定者は、施設で選考方法を定めます。
　※保育認定者は、家庭の状況や就労状況などを
　　指数化して選考します。
④提出書類
　保育認定・・支給認定申請書、保育を必要
　とする理由の証明書、保育所入所申込書、
　家庭状況調査表
■保育料
　保育料については、お子さんの年齢と保護者の
　市町村民税所得割額に基づき決定します。

教育 保育
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15
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■保育料等

※他に教材費等がかかります。

保護者の市町村民税により計算

私立認定こども園日の出こども園

期　間 催し物名 展示内容 備　考

10/28(水)
～

11/1(日)

キルトサークル 糸

パッチワーク展

パッチワー
ク

午前10時～午後5時
最終日は午後4時まで

11/6(金)
～

11/8(日)

第39回

潮来市民文化祭
手工芸

この展示のみ開館時間
午前9時～午後4時30分
最終日は午後3時まで

11/10(火)
～

11/15(日)

第7回

ＧＧＧ(ジースリー)展
絵画・写真

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

開館時間は午前10時～午後5時・入場無料・月曜日休館

水郷まちかどギャラリー展示案内

問合せ

秋の火災予防運動

問合せ

問合せ

マイナンバー通知カードについて

問合せ

申請期限

対 象 者

住所地でマイナンバーカードを受け取れない方へ

時　　期 内　　容

平成27年

　11月下旬～

①通知カードが各世帯に送付されます。
②個人番号カードの申請
　(郵送またはオンライン申請)※任意

平成28年

　1月中旬～

③個人番号カードの交付 (市民課窓口)

　※申請のあった方のみ

月額4,110円 月額3,000円
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