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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 23 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

　　 　  19歳までのお子さんがいる方へ

　日本脳炎の接種は4回お済みですか？母子手帳を

確認し、まだ接種していない方は接種しましょう。

　今までに受けた回数・時期・現在の年齢により

接種方法が異なりますので、ご不明の場合はお問

合せください。

　なお、4回目(第2期)は小学4年生から接種しま

す。小学4年生の児童には、4月下旬に予診票を郵送

します。

  今年4月に中学校へ入学するお子さんがいる方へ

　ジフテリア・破傷風の予防接種(ＤＴ)はお済み

ですか？(※未接種の方へ予診票を郵送しました。)

　今年4月に小学校へ入学するお子さんがいる方へ

　麻しん・風しんの予防接種(ＭＲ)はお済みです

か？3月中に接種できない場合は、全額自費となり

ます。できるだけ早い時期に接種し

ましょう。

　　　　　　

　　潮来市かすみ保健福祉センター　

　　≪ひまわり≫ TEL.64-5240

　鹿行地区内において、手話によるコミュニケー

ション技術及び聴覚障害の関連知識を習得し、手

話奉仕員を養成するために養成講座を開催します。

　　　　　　平成28年5月14日～平成29年2月末

　　　　　　までの毎週土曜日(全35回)

　　　　　　午後7時～9時

　　　　　　津知公民館 (潮来市辻794-1)

　　　　　　①入門講座：70時間 (※2時間35回)

　　　　　　②基礎講座：70時間 (※2時間35回)

　　　　　　高校生以上の方で

　①入門講座：手話学習を希望する初心者の方

　②基礎講座：手話の基礎ができており、

　　　　　　　入門コースを修了した方

　　　　　　3,000円(税別) ※テキスト代等

　　　　　　受講日当日、直接お申込みください。

　　　　　

　鹿行手話奉仕員養成委員会

　TEL.050-5276-9585 (事務局：高橋)

　FAX.72-2661 (委員長：越地)

  初心者を対象にバドミントン教室を開催します。

　　　　　　5月29日、6月5日・12日・19日・26日

　　　　　　(※全5回、日曜日)

　　　　　　午後7時～9時

　　　　　　潮来市立中央公民館 体育室　　

　　　　　　初心者で市内在住、在学または在勤の方

　　　　　　(※小・中学生は保護者同伴のこと)

　　　　　　20名

　　　　　　2,000円 (小学生は1,000円)

　　　　　　※保険料、シャトル代他

　　　　　　潮来市体育協会バドミントン部員

　バドミントンラケット、

  体育館シューズ、タオル、飲み物

　潮来市中央公民館 TEL.66-0660

　(〒311-2423 潮来市日の出3-11)

　中央公民館では、生涯学習の分野においてパソ

コン講座の講師として知識や経験を活かし、講師
をしていただける方を募集しております。
　　　　　　
　市内在住もしくは在勤の20歳以上の方で、受講
　生にパソコンの操作等を教えられる方

　随時募集しています。
　その他、詳細はお問合せください。

　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

　　　　【第1回ボイラー取扱技能講習】

　　　　　　4月16日(土)、17日(日) 午前9時～

　　　　　　茨城県JA会館 分館2階

            (水戸市梅香1-5-5)

　　　　　　11,800円 ※テキスト代別

　　　　　　4月4日(月)～4月8日(金)

　　　　　　60名 ※定員になり次第締切ります。

　　【平成28年度(第1回)ボイラー実技講習】

　　　　　　4月22日(金)～24日(日) 午前9時～

　　　　　　茨城県JA会館 分館2階

            (水戸市梅香1-5-5)

　　　　　　18,360円 ※テキスト代別

　　　　　　4月4日(月)～4月8日(金)

　　　　　　60名 ※定員になり次第締切ります。

　申込方法等、詳細はお問合せください。

　(一社)日本ボイラ協会 茨城支部 TEL.029-225-6185

　(水戸市梅香1-5-5 茨城県JA会館 分館3階)

　ボランティア相談員になって、いのちの電話の

活動に参加しませんか。

　　　　　　5月9日(月) ※必着

　　　　　　40名程度

　　　　　　次の①～③全てに該当する方

　①いのちの電話の主旨に賛同し、24時間受信体

　　制での活動に積極的に参加できる方

　②年齢23～63歳の方 (学歴・職歴は問いません)

　③所定の研修に必ず参加できる方

　　(※特に10月8日～10日の宿泊研修は必須)

　

　所定の申込書に必要事項を記入し、自分史のレ

　ポート、写真、返信用封筒を同封し、郵送にて

　お申込みください。

　※その他、詳しくはお問合せください。

　〒305-8691 筑波学園郵便局私書箱60号

　　　　　　 茨城いのちの電話事務局募集係

　

　茨城いのちの電話事務局 (水戸事務局)　

　TEL.029-244-4722 (月～金：午後1時～5時)

　FAX.029-350-1055

　2週間以上眠れない日が続いていたら、それは

｢うつ｣かもしれません。つらいこと、苦しいこと

は一人で抱えず、悩みを相談してください。あな

たには、相談できる人がいます。

　　　　　 【茨城いのちの電話】

・つくば ：029-855-1000 (毎日24時間)

・水　戸 ：029-350-1000 (毎日午後1時～8時）

・フリーダイヤル：0120-738-556

　　　　　　(毎月10日、午前8時～翌日午前8時)

　　　【いばらきこころのホットライン】

・月～金曜日 (祝日・年末年始は除く)

　029-244-0556 午前9時～正午、午後1時～4時

・土日フリーダイヤル (年末年始は除く)

　0120-236-556 午前9時～正午、午後1時～4時

　親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせ

ない子ども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くださ

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)

　TEL.029-221-4150 里親担当

 開発途上国で活動する、JICAボランティアの制度

や内容について説明会を行います。ボランティア

には技術系・医療系・教育系・農業系・スポーツ

系など様々な職種があります。説明会は予約不

要、参加無料、入退場自由ですので、ぜひご参加

ください。

　　　　　　4月17日 午後2時～4時

　　　　　　水戸国際交流センター 多目的ホール

　　　　　　(水戸市備前町6-59)

　　　　　　無料 (入退場自由)

　　　　　　不要 (直接会場へお越しください)

　　　　　　

　JICA青年海外協力隊事務局 募集課

　TEL.03-5226-9813

  http://www.jica.go.jp/volunteer/　　　　　

 金銭問題・不動産問題・損害賠償・多重債務など

の民事の法律問題や、行政に関する相談について

専門の弁護士と労働組合が相談に応じます。

　　　　　　【秘密厳守・相談無料】

　　　　　　4月16日(土) 午前10時～午後3時

　　　　　　潮来市津知公民館 2階 学習室

　　　　　　(潮来市辻794-1)

　　　　　　水戸翔合同法律事務所

　　　　　　谷萩 陽一 弁護士

　　　　　　潮来市職員組合

　予約制8名 (※申込順、相談時間は30分程度)

　※行政相談については別途受け付けます。

①法律相談…家庭問題・金銭問題・不動産問題・

　　　　　　損害賠償・多重債務(任意整理、

　　　　　　自己破産等)など民事の法律問題

②行政相談…福祉、環境、教育、納税など行政に

　　　　　　関する疑問や不満など

　お電話で直接お申込みください。

　【受付期間】　3月28日(月)～4月1日(金)

　【受付時間】　午前9時30分～午後3時

　潮来市職員組合 (潮来市役所内)

　TEL.63-1111 内線370

　　　　　　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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　潮来市保険年金課 TEL.63-1111 内線123・124

1.昭和61年4月2日～平成7年4月1日生まれの者

2.平成7年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者

　①大学を卒業した者及び平成29年3月までに大学

　　を卒業する見込みの者

　②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると

　　認める者

●第1次試験：5月29日(日)

●第2次試験：7月13日(水)～15日(金)

             のうち指定された日

【インターネット申込み】

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○受付期間

　4月1日(金) 午前9時～4月13日(水) ※受信有効

【インターネット申込みができない場合】

　郵送又は持参による申込み

○受付期間

　4月1日(金)～4日(月) 

○提出方法

　茨城労働局または最寄りの労働基準監督署、

　公共職業安定所などにて受験申込書を入手し、

　申込み先へ郵送または持参してください。

　

　茨城労働局総務部総務課 TEL.029-224-6211

　(または、最寄りの労働基準監督署)

　日の出地区の液状化対策工事のひとつとしてす

すめてきた十番排水ポンプ場が完成し、運転を開

始する運びとなりました。この度、運転開始式を

執り行います。

　　　　　　4月15日(金) 午前10時～

　　　　　　十番排水ポンプ場 (潮来6386番地)

　　　　　　運転開始式典、施設見学

　　　　　　潮来市上下水道課

　　　　　　TEL.63-1111 内線321～324

　下水道へ天ぷら油やサラダ油などの食用廃油を

流さないでください。

◆油は、下水道本管や宅内の

　排水管へ徐々に固着し、管

　を詰まらせる原因になります。

◆浄化センターでは油の処理が困難

　なため、処理を行ううえで悪影響

　を及ぼしてしまいます。

　　　　　　【食用廃油の処理方法】

　フライパンの油は拭き取り、揚げ物で使用した

油は固めるなどの処理を行い、｢可燃ごみ｣として

処分してください。

　　　　　　　 【飲食店の方へ】

　グリーストラップ(除害施設)に溜まった｢油脂｣

や｢残飯カス｣は定期的な清掃を行う必要がありま

す。日頃から、下水道へ油などが流れ込まないよ

う十分な管理をお願い致します。

　潮来市上下水道課 TEL.63-1111 内線323、324

　　　　　　

　日頃の感謝を込め、潮来市在住・
在勤・在学の皆さんを特別にご招待・
ご優待！この機会に、スタジアムへ
応援に行きましょう。
　　　　　　4月24日(日) 
　　　　　　午後4時キックオフ
　　　　　　県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　柏レイソル　
　　　　　　
　【ご招待(無料)】
　　市内小中学生･65歳以上の方･ファンクラブ会員
　【ご優待(1,000円】
　　上記に該当しない市内在住･在勤･在学の方

　詳細は、4月10日(日)発行の広報いたこ情報版で
　お知らせします。
　　　　　　
　鹿島アントラーズコールセンター　
　TEL.82-5555(午前10時～午後4時)

　約1,300年前、常陸国(茨城県)から遥かな筑紫国
(福岡県)へ徴兵された防人たちは、両親妻子との
別れ、筑波山など望郷の想いを万葉集に残してい

ます。この貴重な歌を当時の服装で朗唱します。

　　　　　　4月24日(日) 午前10時～午後0時30分

　　　　　　潮来公民館

【第1部】 ・講演：｢万葉集・心の風景｣　
　　　　　　講演者：布浦 万代 (万葉學会員)
【第2部】 ・朗唱：｢防人たちは遥かな筑紫国へ｣
            朗唱者：堅香子の会員
　　　　　　潮来堅香子の会事務局 TEL.64-5150

　　　　　　【成田空港飛来機展】
　　　　　　4月1日(金)～5月29日(日)
　　　　　　午前10時～午後5時
　　　　　　(入館締切：午後4時30分)
　　　　　　航空科学博物館 2階 展示室
　　　　　　入場料のみ
　　　　　　※大人：500円、中高生：300円、
　　　　　　　4歳以上～小学生：200円
　　　　　　
　2015年度、成田空港に飛来した航空機の中から、
　興味深いものを写真や模型で紹介します。

　　　【航空キッズアート展 作品募集】

　園児・小学生を対象に、航空に関する絵画、デ
ザイン、工作などを募集いたします。申込み方法
等、詳細はお問合せください。
　　　　　　 4月1日(金)～ 9月30日(金)
　　　　　　11月1日(火)～11月30日(水)
　　　　　　航空科学博物館 2階 展示室

　航空博物館 TEL.0479-78-0557、FAX.0479-78-0560
　(〒289-1608 千葉県山武軍芝山町岩山111-3)

　　　　　　　【春の山野草展】

　　　　　　4月9日(土)、10日(日)

　　　　　　午前9時～午後3時

　　　　　　無料

　　　　　　水郷県民の森 ビジターセンター内

　　　　　　潮来市山野草会員の方々の作品展示

　　　　　　　 【植物観察会】

　　　　　　4月16日(土) 午前10時～

　　　　　　無料

　　　　　　水郷県民の森 ビジターセンター前

　　　　　　園内を散策しながら植物の観察

　　　　　　水郷県民の森管理事務所
　　　　　　TEL.64-6420、FAX.64-2085

　国税局や税務署において、税のスペシャリスト

として働く国税専門官(国家公務員)を募集します。

　

1.昭和61年4月2日～平成7年4月1日生まれの者

2.平成7年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者

　①大学を卒業した者及び平成29年3月までに大学

　　を卒業する見込みの者

　②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると

　　認める者

●第1次試験：5月29日(日)

●第2次試験：7月12日(火)～7月20日(水)のいずれか

　　　　　　 第1次試験合格通知書で指定する日時

【原則】インターネット申込み

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○受付期間

　4月1日(金) 午前9時～4月13日(水) ※受信有効

【インターネット申込みができない場合】

　郵送又は持参による申込み

○受付期間

　4月1日(金)～4月4日(月) ※通信日付印有効

○提出先

　希望する第1次試験地に対応する国税局又は

　沖縄国税事務所

　

・インターネット申込みに関する問合せ

　人事院人材局試験課 TEL.03-3581-5311 内線2332

　午前9時30分～午後5時(土・日及び祝日等の休日は除く)

・上記以外の問合せ

　関東信越国税局人事第二課試験係

　TEL.048-600-3111 内線2097　

　午前8時30分～午後5時(土・日及び祝日等の休日は除く)

　　　　　　水郷まちかどギャラリー 
　　　　　　TEL.63-3113

保険年金課 嘱託員募集潮来市十番排水ポンプ場運転開始式

問合せ

下水道を利用している皆さんへ

油は

NO!

問合せ

平成28年度 国税専門官採用試験

受験資格

試 験 日

申込方法

平成28年度 労働基準監督官 募集

受験資格

試 験 日

申込方法

問合せ

募集人員 2名

勤務場所 潮来市役所 保険年金課

勤務時間
午前9時～午後4時
週5日勤務(週29時間以内)

報酬 月額 130,000円

申込締切 4月8日(金)

雇用期間
雇用契約日～平成29年3月31日
※年度内の契約ですが、3年を限度に更新できる
　場合があります。

必要資格等

次の①～③全ての資格等を有する方
①普通自動車運転免許
②要介護認定調査事務経験者・障害支援区分
　認定調査事務経験者・准看護師・
　ヘルパー1級又は2級等
③パソコンの基本操作ができる方

業務内容
・要介護認定調査・障害支援区分認定調査及び
  調査事項整理事務・介護保険事務
・その他、簡易な事務

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

～万葉世界へお誘い～
潮来｢堅香子の会｣万葉集講座100回記念大会

日　　時

場　　所

内　　容

問合せ

問合せ

航 空 科 学 博 物 館 イ ベ ン ト の お 知 ら せ

場　　所

費　　用

期　　間

時　　間

内　　容

募集期間

展示期間

展示場所

申込み・問合せ

問合せ

水郷まちかどギャラリー展示案内

期　間 催し物名 展示内容 備　考

3/27(日)
わかば押し花教室
作品展

押し花
本日最終日
最終日は午後3時まで

3/29(火)
～

4/3(日)
水郷写真クラブ展 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

4/6(水)
～

4/10(日)

押し花・
レカンフラワー展

押し花
（華の会）

午前10時～午後5時
最終日は午後3時まで

4/12(火)
～

4/17(日)
フォト迷露写真展 写真

午前10時～午後5時
初日は正午から
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

日　　時

場　　所

参 加 費

問合せ

内　　容

日　　時

集合場所

参 加 費

内　　容

鹿島アントラーズ
　ホームタウンデイズ「潮来の日」

日　　時

場　　所

入 場 料

問合せ

対戦相手

そ の 他

おかげさまで開園1 0周年！！
水郷県民の森 イベントのご案内
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