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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成28年度 第 5 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ ７月中旬まで燃やせるごみの減量をお願いします。
　潮来クリーンセンターの焼却炉修繕に伴い、焼
却炉施設の処理能力が通常時の２分の１程度に低
下します。
　これらの理由から、市民の皆さまには分別を徹
底していただき７月中旬まで、「燃やせるごみ減
量」にご協力をお願いします。
　雑紙も資源です。紙袋に入れ十字に縛り、資源
物としてお出しください。
協力期間後も、分別や出し方などにご協力をお願
いします。
燃やせるごみ減量化
〇刈り草・剪定枝等は、十分に乾燥させてから
お出しください。

　クリーンセンターへ持ち込む場合も同じです。
〇生ごみは水切りを十分に行ってください。
　市では生ごみ処理機やコンポスターなどの購
入補助を行っています。

　詳しくはホームページや環境課までお問合せ
ください。

〇雑紙（お菓子の箱・包装紙など）も資源で
す。紙類としてお出し下さい。

［家庭ごみ・生ごみ処理機購入設置補助に関すること］家庭ごみ・生ごみ処理機購入設置補助に関すること］
　潮来市環境課　TEL.63-1111内線252・253潮来市環境課　TEL.63-1111内線252・253
［潮来クリーンセンターに関すること］［潮来クリーンセンターに関すること］
　潮来市環境課施設管理グループ　TEL.64-5050潮来市環境課施設管理グループ　TEL.64-5050

　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ください。（滅失登記をす
る場合は不要です）
　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・136潮来市税務課　TEL.63-1111 内線135・136

開館時間は午前10時～午後5時・入場無料・月曜日休館
（「小堀進と弟子たち展」は会期中休館日なし）

 

　　　　　　　　　　水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

　水郷潮来バスターミナルやレイクエコー、鹿島大野駅に
向かう際等に、広域連携路線バスを是非ご利用ください。
　　　　　　５月２１日（土）～半年程度（実証試験）
　　　　　潮来駅、日の出中学校前、水郷潮来バス
ターミナル、道の駅いたこ、延方駅、大生原郵便局前、
大生原公民館前、レイクエコー・白浜少年自然の家・な
めがたファーマーズヴィレッジ中央、鹿島大野駅

　　　　　　200円（初乗り）～800円
　○JR潮来駅発　鹿島大野駅行　出発時刻（１日８便）

　６：４５　　８：００　  ９：３０　１１：００
１３：１５　１４：４５　１６：１５　１７：３５

　　　　　　運賃に小学生割引・障害者割引等があります。
※詳細は、市HPをご覧いただくか、秘書政策課ま
でお問い合わせください。

潮来市秘書政策課 TEL.63-1111内線213潮来市秘書政策課 TEL.63-1111内線213

「生け花展示」
　　　　　　６月１２日（日）午前１０時～午後４時
　　※１２日（日）生け花アレンジ体験あり（無料）
「おもと展示」
　　　　　　６月１８日（土）・１９日（日）午前１０時～午後４時
　　　　　　水郷旧家　磯山邸（潮来市潮来５９５）

潮来市秘書政策課　TEL.63-1111内線212潮来市秘書政策課　TEL.63-1111内線212

　未就園のお子さんと保護者の皆様に園庭を開放
し、自由に遊んでいただく機会を設けました。お子
さんの楽しい遊びの場として、また、保護者の方同
士の交流の場としてお気軽にいらしてください。

　　　　　　未就園児（２歳から）とその保護者
　　　　　　延方幼稚園（潮来市小泉２０９０）

実施日の３日前までに、幼稚園に電
話でお申し込みください。

　　　　　　帽子、上履き、水分補給用の飲み物、着替え
潮来市立延方幼稚園（潮来市小泉2090）潮来市立延方幼稚園（潮来市小泉2090）
TEL.66－2533TEL.66－2533

潮来市かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞潮来市かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞
TEL.64-5240TEL.64-5240

　７月１０日（日）任期満了に伴う参議院選挙が

実施されます。選挙権年齢が満１８歳以上に引き

下げられます。大切な一票です。必ず投票しま

しょう！

　　　　　（投票日当日）　

　午前７時から午後６時まで

※投票所を閉じる時刻が午後6時となっていま

す。ご注意ください。

※津知投票所は、変更となっていますので、ご注

意ください。

　７月１０日に仕事や旅行で投票日当日に行け

ない方は、期日前投票をご利用ください

　　◇期間：６月２３日（木）～７月９日（土）

　　◇場所：潮来市役所本庁舎１F

　　　　　　　（午前8時30分～午後8時）

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　　（午前8時30分～午後5時）

※どちらの投票所でも投票することができます。

※かすみ保健福祉センターは、午後5時00分まで

となっておりますので、ご注意ください。７

月５日（火）から７日（木）までは、特定健

診が実施されるため、混雑が予想されます。

　入場券裏面の宣誓書に記入のうえ、持参すれ

ば、すぐに投票できます。

　潮来市選挙管理委員会（潮来市総務課内）　　潮来市選挙管理委員会（潮来市総務課内）　

　TEL.63-1111内線231～234　TEL.63-1111内線231～234

　　　　　　道の駅いたこ駅長（㈱いたこ特別職職員）

　　　　　　１名

道の駅いたこの経営、農産物及び特産

品の販売拡大、その他道の駅いたこに

関する必要な事務

　　　　　　３年

　　　　　　道の駅いたこ（潮来市前川1326-1）

　　　　　　１０月１日（土）

　　　　　　次の条件をすべて満たす方

・民間企業等において、物産販売や特産品開発

等の業務に5年以上従事した経験を有する方

で、町おこし等に意欲のある方

　・中型自動車運転免許（普通免許）を有する方

　　　　　　８月３１日（水）

　　　　　　年俸７００万円

　　　　　　※賃金規程に基づく手当等が含まれます。

　○申込書の請求

市HPから所定の様式をダウンロードするか、潮来

市産業観光課農政グループに請求してください。

　○申込方法

提出書類を市産業観光課に直接持参又は郵送し

てください。

　○提出書類　

申込書1部及び小論文

申込書に、 近３か月以内に撮影した写真（サイズ

縦6cm×横4.5cm。脱帽、上半身正面向きで、裏面に

氏名を記入したもの）を貼り付けしてください。

　　　　　　第1次選考　書類審査　（9月上旬）

　　　　　　第2次選考　面接試験　（9月下旬）
　　　　　潮来市産業観光課　TEL.63-1111　　　　　潮来市産業観光課　TEL.63-1111

　潮来市では、国際観光を推進するため、今年度

４月から産業観光課内に国際観光グループを設置

しました。

　そんな中、潮来市国際交流協会では会員を募集

します。

　国際交流や多文化共生の推進に興味がある方の

たくさんのご応募をお待ちしています。

　○友好親善　○国際協力・国際貢献

　○在住外国人支援　

　○住民の国際理解推進　○情報提供　等
　　　　　　　　　　潮来市産業観光課　TEL.63-111１内線244潮来市産業観光課　TEL.63-111１内線244

潮来市国際交流協会会員の募集について

潮来市・行方市・鹿嶋市による広域連携路線バスの運行について

道の駅いたこ駅長の募集について

献血のご協力について

燃やせるごみ減量のお願いについて

持 ち 物

対 象 者

場　　所

申込み方法

担当職務

募集人員

業務内容

任　　期

勤 務 先

採用予定日

応募資格

応募締切

給 料 等

応募手続

選考予定

活動内容

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

投票時間

投 票 所

期日前投票

場　　所

日　　時

運行期間

運　　賃

そ の 他

主な停留所

日　　時

問合せ

水郷旧家で魅せる花嫁衣装展同時開催
「おもと展示・生け花展示」の実施について

問合せ

潮来市立延方幼稚園
園庭開放の実施について

家屋滅失届について
～建物を解体した場合は届け出が必要です～

第24回参議院議員通常選挙について
～ 7 月 10 日（日）は投票日です～

問合せ

問合せ

問合せ

水郷まちかどギャラリー展示案内について

問合せ

期　間 催し物名 展示内容 備　考

～ 6/26（日）
小堀進と弟子
たち展

小堀　進 
他 11 人の絵画

会期中休館日なし
終日は午後 3時まで

 6/29（水）
～

 7/ 3（日）

アトリエＥＭＩＫＯ
の楽しい仲間たち
パッチワーク・キルト展

パッチワーク 終日は午後 3時まで

7/5（火）～
7/10（日）

第 20 回
潮来陶芸クラブ展

陶芸
初日は午後 1時から

終日は午後 3時まで

7/12（火）～
7/17（日）

潮来写友会
写真展

写真
初日は午後 1時から

終日は午後 3時まで

期　日 時　間 内　容

６月２４日（金）

午前 9時 30 分
～

11 時 00 分

七夕飾りを作ろう

９月１６日（金）
遊戯室で遊ぼう（積
み木、ままごとなど）

１２月１３日（火）
発表会の演目を見学しよ
う（歌、遊戯、音楽劇など）

２月１７日（金）
季節にちなんだ飾り
やおもちゃを作ろう

期　日 時　間 場　所
６月２３日
（木）

午前 10時 00 分～午後 12 時 15 分 ホームジョイ本田　
潮来店午後 1時 30 分～午後 4時

投票所 対象地区

潮来投票所
潮来小学校
体育館

潮来地区（大洲、十
番除く）

日の出投票所 中央公民館
大洲、十番、日の出
地区、徳島、福島、
米島

津知投票所※

潮来市農村
高齢者センター
（潮来市シルバー
人材センター）

津知地区

延方投票所
延方小学校
体育館

延方地区（徳島、福
島、米島除く）

大生原投票所
大生原小学校
体育館

大生原地区

牛堀投票所 牛堀公民館 かすみ地区

八代投票所
かすみ保健
福祉センター

八代地区
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　高齢者の方が、有毒植物を山菜などと間違って
食べて、死亡する事案が発生しています。
＜食用と間違いやすい有毒植物の例＞

 

　食用と確実に判断できない植物は、絶対に食べ
ないでください。※×は食べられません。
　野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！

　潮来保健所　衛生課　TEL.66-2116　　潮来保健所　衛生課　TEL.66-2116　

　男女共同参画推進本部では、毎年6月23日から29日ま
での1週間、「男女共同参画週間」を実施しています。
　男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、
それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するためには 政府や地方公共団体だけで
なく、国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップにつ
いて、この機会に考えてみませんか。
　男女共同参画推進本部は、「男女共同参画社会基
本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏
まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女
共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女
共同参画社会基本法の目的や基本理念について理
解を深めることを目指しています。

　内閣府男女共同参画局総務課　広報啓発担当　内閣府男女共同参画局総務課　広報啓発担当
　TEL.03-5253-2111TEL.03-5253-2111

　農業用使用済み塩化ビニール及びポリエチレン
の収集・回収は、本年度も2回実施する予定です。
（7月・1月）年度登録制になっておりますので、排
出される方は、事前登録をお願いします。
　　　　　　6月20日（月）～6月30日（木）土日除く
　　　　　　印鑑、登録料3,000円
　　　　　　※釣り銭のないようにお願いします。
　　　　　　7月5日（火）午前9時～午後12時・
　　　　　　　　　　　　午後1時～午後4時
　　　　　　JA なめがた潮来ライスセンター（大洲）
　　　　　　・牛堀育苗センター（島須）
　　　　　　　　　　潮来市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局潮来市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局
　　　　　　　　　　（産業観光課内）TEL.63-1111 内線 264 ～ 266（産業観光課内）TEL.63-1111 内線 264 ～ 266

　　　　　　７月２２日（金）　午前８時３０分

　　　　　　鉾田・大洋運動場（鉾田市大蔵 217）

　　　　　　潮来市在住の 60 歳以上の方

　　　　　　約 120 名

　　　　　　300 円（1名）※当日徴収します。

往復はがきに氏名（ふりがな）、性別、

生年月日、電話番号を記入のうえ、

申し込んでください。

1枚に 1名。夫婦の場合は 2名連記

でも可。

　　　　　　７月５日（火）

　大信田　正蔵（　大信田　正蔵（百人委員会スポーツ部潮来地区責任者）百人委員会スポーツ部潮来地区責任者）

　住所：潮来市日の出 7-5-4　TEL.66-1175　住所：潮来市日の出 7-5-4　TEL.66-1175

　市役所本庁舎及び市内教育施設の放射線量は文

部科学省が示した基準値を下回っており、健康に

影響のあるレベルではありません。

5月 24 日（火）天候：晴れ

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

※（）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）

　潮来市環境課 TEL.63-1111 内線 251 ～ 253潮来市環境課 TEL.63-1111 内線 251 ～ 253

潮来市の水道水の放射能量は、原子力安全委員会

が定めた基準値を下回っているため、飲料水とし

て「安全」です。検査結果は次のとおりです。

採取日：5月 2日 (月 )

　潮来市環境課 TEL.63-1111 内線 251 ～ 253潮来市環境課 TEL.63-1111 内線 251 ～ 253

有毒植物による食中毒防止について

市役所・市内教育施設放射能測定結果について

潮来市水道水の放射能測定結果について

１　申込み受付期間
　　郵送・持参　7月1日（金）～8月23日（火）消印有効
　　電子申請　　7月1日（金）午前9時～8月22日（月）午後5時
２　第1次試験日　（教養試験、論（作）文試験）
　　9月18日（日）
３　受験資格
（１） 警察官Ａ　
昭和62年4月2日以降に生まれた人で、学校教育
法による大学（短期大学を除く）を卒業した人
若しくは平成29年3月31日までに卒業見込みの人
又は人事委員会がこれと同等と認める人

（２） 警察官Ｂ
昭和62年4月2日から平成11年4月1日までに生まれた
人で、(1)の受験資格（学歴部分）に該当しない人

　茨城県警本部警務課 0120-314058　茨城県警本部警務課 0120-314058
      平日平日　午前午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　行方警察署警務課　0299-72-0110　行方警察署警務課　0299-72-0110
   平日　   平日　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　若しくは最寄りの交番、駐在所まで　若しくは最寄りの交番、駐在所まで

　本年も、茨城県調理師試験が実施されることとな
りました。鉾田地方調理師会では、受験願書の記入
指導及び試験準備講習会を開催します。受講希望者
は、鉾田地方調理師会までご連絡ください。
（調理師試験）
　　　　　　10月8日（土）午後1時30分～3時30分
　　　　　　○茨城大学水戸キャンパス（水戸市文京2-1-1）
　　　　　　○茨城県立医療大学（阿見町大字阿見4669-2）

7月14日（木）・15日（金）の2日間（潮来保健所）
（願書記入指導）
　　　　　　7月3日（日）～7月10日（日）の8日間
　　　　　　割烹よこ多（鉾田市野友567-1）
（準備講習会）
　　　　　　9月7日（水）・8日（木）の2日間
　　　　　　鉾田市社会福祉協議会1F研修室（鉾田市当間228）
　　　　　　TEL.0291-32-5831
　　　　　　44,000円（受講料・テキスト代・2日間の昼食代を含む）
　　　　　　　　　　鉾田地方調理師会（割烹よこ多）TEL.0291-32-6007鉾田地方調理師会（割烹よこ多）TEL.0291-32-6007

　　　　　　７月３１日（日）午前9時～
　　　　　　富士屋ホテル（潮来市潮来１０２）
　　　　　　TEL.62-2000
　　　　　　○船舶免許コピー 1枚
　　　　　　○写真（タテ 4.5cm×ヨコ 3.5cm）２枚
　　　　　　○料金　１１，０００円（更新）
　　　　　　　　　　１６，０００円（失効）
　　　　　　必要書類を添えて申し込みください。
　　　　　　７月１７日（日）
　　　　　水郷ボートサービス　TEL.63-1231　　　　　水郷ボートサービス　TEL.63-1231

　　　　　　６月１８日（土）

　　　　　　午後１時～午後３時３０分

　　　　　　潮来市立中央公民館　※入場無料

　　　　　　○講　演

　　　　　　　「私たちの新しい暮らし方と食品ロス」

　　　　　　　～食物廃棄を考えてみませんか～

　　　　　　　講　師　茨城大学教育学部

　　　　　　　　　　　特任教授 長谷川 幸介 氏

　　　　　　○オカリナ演奏　オカリナアート JOY

　　　　　　　演奏者　代表　野口　喜広　氏

　　　　　　午後 1時００分　　開　会　　　　

　　　　　　午後１時１５分～　講　演

　　　　　　午後３時００分～　オカリナ演奏　

　　　　　　午後３時３０分　　閉会
　　　　　　　　　　延方生活学校　藤原　TEL.66-2138延方生活学校　藤原　TEL.66-2138

　茨城県鹿島特別支援学校ＰＴＡ主催で、「発達が

気になる子の理解講座」を開催します。

　　　　　　6月18日（土）午前9時30分

　　　　　　茨城県立鹿島特別支援学校　体育館

　　　　　　（鹿嶋市沼尾1195）

　　　　　　映画「みんなの学校」上映

上映後、茨城大学長谷川幸介先生に

よる講演会を開催します。
　　　　　　　　　鹿島特別支援学校　担当　堀口　　　　　　　　　鹿島特別支援学校　担当　堀口

　TEL.0299-82-7700　FAX.0299-84-1576TEL.0299-82-7700　FAX.0299-84-1576

　　　　　　7月2日（土） 午後1時～午後4時

　　　　　　潮来公民館（潮来市潮来456-1）　　

　　　　　　TEL.62-3522

　第 1部　「新オレンジプラン」JR鉄道事故から「徘徊」を考える

　第 2部　NPO法人「Dカフェまちづくりネットワーク」の取組み

　第 3部　認知症ケアと医療の必要性・「寄り添う」とは
　　　　　大洋　介護フォーラム係　　　　　　大洋　介護フォーラム係　

　　　　　　　　　　TEL.029-305-3321　FAX.029-244-2151TEL.029-305-3321　FAX.029-244-2151

　親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせ

ない子供に里親による温かな家庭的養護を積極的

に推進しています。県では、里親になって下さる

方を広く募集しています。

　茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）　茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）

　TEL.029-221-4150　里親担当　TEL.029-221-4150　里親担当

ニラスイセン スイセン ノビル

問合せ

問合せ 問合せ

問合せ

問合せ

日　　時

日　　時

会　　場

願書受付

日　　時

会　　場

日　　時

費　　用

場　　所

場　　所

登録期間

必要なもの

回収日時

回収場所

募集人員

対 象 者

申込方法

参 加 費

申込締切

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

里親制度について

船舶免許更新失効講習会について

日　　時

場　　所

必要書類

申込方法

申込締切

農業用廃プラスチック回収について

茨城県調理師試験の実施・調理師試験準備講習会について

平成28年度　第2回茨城県警察官採用試験の実施について

内　容

放射能量（Bq/kg）

放射性ヨウ素
131（I-131）

放射性セシウム
134（Cs-134）

放射性セシウム
137（Cs-137）

水道水
（市上水道）

不検出
(1.0Bq/kg 未満 )

不検出
(0.9Bq/kg 未満 )

不検出
(0.9Bq/kg 未満 )

申込み・問合せ

食品ロス（廃棄食材）の講演会について
～地球からの SOS が聞こえる！！～

茨城県立鹿島特別支援学校
「発達が気になる子の理解講座」の開催について

申込み・問合せ

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

申込先

日　　時

場　　所

内　　容

介護フォーラム　IN　潮来
～認知症ケア実践者が報告する解の多い「認知症ケア」その大転換とは～

男女共同参画週間について
「意識をカイカク。男女でサンカク。社会をヘンカク。」

日　　時

場　　所

内　　容

日　　程

鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会
グラウンドゴルフ交流大会参加者の募集について

測定場所
放射線量

地上 50cm 地上 1m

文科省基準 1.000 ( 　－　 ) 1.000 ( 　－　 )

潮来市役所 0.083 ( 0.003) 0.077 ( ▲ 0.004)

潮来小学校 0.063 ( ▲ 0.003) 0.064 ( ▲ 0.005）

津知小学校 0.067 ( 0.006） 0.061 ( ▲ 0.002）

日の出小学校 0.055 ( 0.006） 0.050 ( ▲ 0.005）

延方小学校 0.064 ( 0.001） 0.059 ( ▲ 0.003）

大生原小学校 0.070 ( 　－　 ) 0.068 ( ▲ 0.005）

旧徳島小学校 0.060 ( 0.004） 0.053 ( 　－　 )

牛堀小学校 0.064 ( ▲ 0.002） 0.065 ( 0.001）


