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平成２９年度市政報告会を
開催します

電子入札システムが
導入されます

歯科健診を実施します

潮来市立潮来保育所
保育士（嘱託員）募集

健康診断（特定健診）を
実施します

「盛夏、早朝、心を清めて」
坐禅と朝がゆの会　参加者募集

平成 29 年度潮来市職員前期採用試験
（平成 29 年 10 月 1 日採用）

納税のお知らせ（７月末）

　昨年度の市の施策の成果と今年度の主要
な事業を報告させていただく市政報告会を
地区ごとに開催します。

日　程 時間 会場（対象地区）

７月３日（月）

午後
7時
～

中央公民館（日の出）

７月５日（水） 潮来公民館（潮来）

７月13日（木） 延方公民館（延方）

７月19日（水） 牛堀公民館（牛堀）

７月20日（木） 津知公民館（津知）

７月25日（火） 大生原公民館（大生原）

できる限り乗合せのうえご来場ください。
　 　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 215

　潮来市は、入札参加者の利便性向上並びに
談合防止対策の一環として、茨城県電子入札
システムの共同利用に参加し、７月から電子
入札を試行的・段階的に導入していきます。
 対象の入札案件
　7月 1日以降に発注する建設工事及び建
設コンサルタント業務
 準備するもの
　あらかじめ電子入札用ＩＣカード等の手配
及び電子入札利用者登録が必要です。
 電子入札用ＩＣカード等
　インターネットに接続可能なパソコン以外に、電子
入札用ＩＣカード及びカード読取り専用機器が必要で
す。ただし、県や県内市町村の電子入札（調達）用ＩＣカー
ド等を取得している場合は、同じものを利用できます。
 利用者登録
　事前に電子入札システムによる利用者登録
が必要です。既に県の電子調達又は市の電子
入札等に登録されている場合も潮来市の電子
入札としての利用者登録が必要です。
　 　財政課　☎６３－１１１１内線 222
　　　［電子入札システムの登録・操作］
　　　茨城県建設 CALS ／ EC 共同利用センター
　　　☎０２９－２４３－８８１４

　２歳児、妊婦、成人（今
年度４０、５０、６０、７０
歳を迎える方）の歯科健診
を実施しています。６月１
日から「あさい歯科医院」
でも受診できるようになり
ました。詳細は健康カレンダー又はＨＰを
ご覧ください。
　 　かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞
　　　☎６４ー５２４０
　　　【追加歯科医院】
　　　あさい歯科医院（日の出１－１６－８）
　　　☎９４－２５５５

募 集 人 員 ２人（保育業務）
勤 務 先 潮来市立潮来保育所（潮来市潮来 471）
応 募 資 格 潮来市又は近隣在住で保育資格を

有する方
報 酬 月額 130,000 円
雇 用 期 間 8月 1日～平成 30年 3月 31日

3年を限度に更新できる場合有り
勤 務 時 間 ①午前7時15分～午後2時15分　週5日勤務　（1名）

②午前11時45分～午後6時45分　週5日勤務（１名）
申 込 期 限 7月 14日（金）午後 5時
　採用申込書を市ＨＰ、潮来保育所又は子育て
支援課で入手いただき、履歴書、資格を証明す
る書類の写しと共に潮来保育所に提出ください。
　  　潮来保育所　☎６２－３４３８

日 程（７月） 会　　場 対　象　者
７日（金） かすみ保健

福祉センター
【 無　料 】

年齢が
◎１９～３９歳　全員
◎４０～７４歳
　①国保加入の方
　②社会保険等の被扶養
者で社会保険等から
発行の受診券に「集
合Ｂ」と記載の方

◎７５歳以上　全員

９日（日）
～１２日（水）

かすみ保健
福祉センター

１３日（木）延方公民館
１４日（金）大生原公民館
１８日（火）
～２０日（木）

中央公民館
（日の出）

２１日（金）潮来公民館
２３日（日） 潮来保健

センター（辻）
２４日（月）
～２７日（木）

かすみ保健
福祉センター

【がん検診等（希望者のみ）】 
・胸部レントゲン（19 歳以上の市民・男女）� 無　料
・前立腺がん（50歳以上の市民・男性）� 700 円
・大腸がん（40歳以上の市民・男女）� 500 円
・肝炎ウイルス（40 歳以上の市民・男女）� 1,000 円
 受付時間　午前の部：９時～１１時　　
　　　　　午後の部：１時３０分～２時３０分
 持 ち 物　受診券・健康保険証・検診料金　
　 　市民課　☎６３－１１１１内線 129・124
　　　かすみ保健福祉センター＜ひまわり＞　☎６４－５２４０

 日　　時　７月２３日（日）
　　　　　午前５時３０分受付　
　　　　　　　８時３０分解散
 場　　所　長勝寺（潮来二丁目）　
 募集人数　３０人（潮来市に在住・在勤の方）　
　　　　　申込先着順
 参 加 費　無料
 申込締切　７月７日（金）
 申 込 先　潮来市立潮来公民館
　　　　　☎�６２－３５２２
　　　　　（午前９時～午後５時　月曜日休館）�
　 　潮来市立中央公民館　☎６６－０６６０

【一般事務 A　高卒等】２人程度�
　昭和 57 年 4 月 2日以降に出生し、高等学
校以上を卒業し、平成 29 年 10 月 1 日現在
で正規の職員として民間企業や地方公共団
体等での勤務経験が 3年以上ある方

【土木技術 B　高卒等】１人程度�
　昭和 57 年 4 月 2日以降に出生し、高等学
校以上を卒業し、土木施工管理技士 2級以
上の資格を有し、平成 29 年 10 月 1 日現在
で正規の職員として民間企業や地方公共団
体等での勤務経験が 3年以上ある方
 試験日・試験場
【1次試験】　7月30日（日）かすみ保健福祉センター
【2次試験】　8月20日（日）かすみ保健福祉センター

 申込締切　7月 14日（金）
その他詳細はお問い合わせください。
　  　総務課　☎６３－１１１１内線 231 ～ 233

○国民健康保険税の第１期分
○固定資産税の第２期分
○後期高齢者医療保険料の第１期分
　納付期限　７月３１日　（月）
　 　税務課　☎６３－１１１１内線 132～136
　　　市民課　☎６３－１１１１内線 111

催 税 ｉ募…催し物、イベント …税金のお知らせ …募集 …行政情報

ｉ 行政相談のお知らせ（７月）

　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
ごと等がありましたら、お気軽にご相談く
ださい。
 日　　時　７月１９日（水）
　　　　　午後１時～３時
 会　　場　【津知公民館（学習室２）】
　　　　　行政相談員　久保木　裕さん
　　　　　【牛堀公民館（相談室）】
　　　　　行政相談員　明間　愛子さん
 料　　金　無料
　　　　　申込の必要はありません。
　 　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 205

催 「あやめ 1 人 1 鉢運動」を
実施します

　来年もあやめが一面に咲き誇るよう、水
郷潮来あやめ園の除草・清掃作業を行いま
す。また、あやめの鉢植えを作り、皆さん
のご自宅で大切に育てましょう。
 日　時　７月９日（日）
　　　　除草・清掃作業　午前８時～９時
　　　　鉢植え作り後、解散　午前９時
 場　所　水郷潮来あやめ園
 持参するもの　鎌・軍手等
※服装は長靴など作業のしやすい恰好でご
参加ください。
※中止の場合は当日午前７時に防災無線で
お知らせします。（小雨決行）

　 　産業観光課　☎６３－１１１１内線 243・244

募 平成２９年度自衛官募集

受験
種目

自衛官候補生
（男子・女子） 一般曹候補生 航空学生（海上） 航空学生（航空）

応募
資格

採用予定月の１日現在
１８歳以上２７歳未満
の者

平成３０年４月１日現在
１８歳以上２７歳未満
の者（平成３年４月２
日～平成１２年４月１日
までの間に生まれた者）

平成３０年４月１日現在
１８歳以上２３歳未満の
者（平成７年４月２日～
平成１２年４月１日まで
の間に生まれた者 )

平成３０年４月１日現在
１８歳以上２１歳未満の
者（平成９年４月２日～
平成１２年４月１日まで
の間に生まれた者 )

募集
締切 年中受付 ９月８日（金）

試験
期日

受付時にお知らせしま
す。

【１次試験】９月１６日
（土）～１８日（月）の
うち指定する１日
【２次試験】　１０月初旬

【１次試験】９月１８日（月）
【２次試験】　１０月中旬
【３次試験】　１１月中旬～１２月下旬

試験場 受付時にお知らせします。
　 　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　☎０２９９－５２－１３６６

募 平成 29 年度裁判所職員一般職試験
（裁判所事務官・高卒者区分）

　申込書をＨＰ又は裁判所で入手し期間内
に申し込みください。
 インターネット　７月１１日（火）～２０日（木）
 郵送※簡易書留　７月１１日（火）～１４日（金）
【１次試験】　基礎能力試験・作文試験
　　　　　　９月１０日（日）
【２次試験】　人物試験（面接）
　　　　　　１０月１３日（金）～２６日（木）
　その他詳細はお問い合わせください。
　  　水戸地方裁判所事務局　総務課
　　　　☎０２９ー２２４ー８４０８

募 平成２９年度鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験

 採用人員　消防Ａ（大卒程度）　９人程度
　　　　　消防Ｂ（高卒程度）　９人程度
 試験日時　【１次試験】　９月１７日（日）
　　　　　【２次試験】　１０月下旬予定
 試験会場　鹿行広域消防本部会議室
 受験資格　【消防Ａ】　平成２年４月２日～平

成８年４月１日までに生まれた方
で大学（短大除く）を卒業した方
又は平成３０年３月３１日までに
卒業見込みの方

　　　　　【消防Ｂ】　平成６年４月２日～平
成１２年４月１日までに生まれた
方で高校を卒業した方又は平成
３０年３月３１日までに卒業見込
みの方

 申込方法　管内の消防署等に受験申込書を提
出ください。

 申込期間　７月１０日（月）～８月１３日（日）
その他詳細はお問い合わせください。
　  　鹿行広域消防本部
　　　　　☎０２９１－３４－２１１９
　　　　潮来消防署
　　　　　☎６３－０１１９
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休日開庁（７月）

平成２９年度上級救命講習会を
開催します

「神栖市民音楽祭２０１７ with 茨城交響楽団」
合唱団員募集

自宅リハビリテーションを
受けてみませんか？

水郷まちかどギャラリー
展示案内（７月）

年金請求書の手続漏れは
ありませんか？

障がいのある方の水泳教室の
お知らせ

水郷県民の森
昆虫観察会

インディアカ教室
参加者募集のお知らせ

 日　　時
　７月９日（日）・７月２３日（日）
　午前８時３０分～正午
 業務内容
　○住民票・住民票記載事項証明書等の交付
　○マイナンバーカードの交付（事前予約必要）
　○印鑑登録証明書の交付
　○出生届、死亡届、婚姻届等の受付
　○戸籍謄本・抄本の交付
　○火葬許可証の交付
　○納税証明書（法人市民税を除く）、軽自動車納

税証明書（車検用）、課税（所得）証明書、所
得証明書（児童手当用）、非課税証明書の交付

　 　市民課　☎６３－１１１１内線 116

　成人、小児、乳児を対象にした心肺蘇生法・
AEDの使用法その他の応急手当を習得できます。
 対 象 者　潮来市・行方市・鉾田市に在住・在勤・在学の方
 日　　時　９月２日（土）　受付　午前９時～
　　　　　講習会　午前９時３０分～午後６時３０分
 会　　場　北浦公民館（行方市山田 2175）　
 定　　員　２０人�
 申込方法　８月１日（火）以降に、消防本部
　　　　　警防課に電話等で申し込みください。
 そ の 他　・軽装（運動のできる服装）でお越しください。
　　　　　・費用は無料です。
　　　　　・食事は各自でご用意ください。
　　　　　・筆記用具をご持参ください。
　　　　　・技能習得受講者には修了証を交付します。
　  　鹿行広域事務組合　消防本部警防課
　　　　☎０２９１－３４－８１１９
　　　　E-MAIL  rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

 開催日時　12月 17日（日）午後 2時開演
 場　　所　神栖市文化センター
 演奏曲目　ベートーヴェン交響曲第九番
　　　　　ヴェルディ乾杯の歌（歌劇　椿姫より）
 対　　象　小学４年生以上　※小学生無料
　　　　　※高校生以下の場合、要保護者同意
 参 加 費　一般…6,000円　中高校生・大学生…2,500円
　　　　　楽譜…840 円（第九）　440 円（乾杯の歌）
 申込方法　申込用紙に必要事項を記入し神栖
　　　　　市文化センターに提出してください。
 申込締切 　７月３０日（日）
　  　神栖市文化センター　☎９０－５５１１

　「足腰や肩の痛みの原因はなんだろう？」
「自分にあった体操方法
を知りたい」「もっと筋
力をつけたい」など、皆
さんのお悩みを運動療法
の専門家がご自宅にお伺
いして相談します。
 開 催 日　毎月第１・３水曜日　午後
　　　　　（１時間程度・要予約）
 内　　容　作業療法士による家庭訪問

（筋力や関節の状態の確認、体に
負担のかからない動き方の指導、
自宅でできる運動のアドバイス等）

 対　　象　市内在住の概ね 65 歳以上の方
 費　　用　無料（原則として１人１回）
 申込方法　潮来市地域包括支援センターへ

お電話ください。
　  　潮来市地域包括支援センター
　　　　☎６３－１２８８

期　間 催し物名 展示内容 備　考

 7/4㈫
～

7/9㈰

第２１回
陶 芸 ク ラ
ブ展

陶芸

初日は午後
１時から
最終日は午
後３時まで

7/11㈫
～

7/16㈰
潮来写友
会写真展 写真

初日は午後
１時から
最終日は午
後３時まで

�開館時間　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　
　　　☎６３－３１１３

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間
（受給資格期間）が、「25 年」から「10 年」
に短縮されることになりました。日本年金機
構では、これまでに対象となる方に黄色の封
筒（A４サイズ）をお届けしています。制度
の開始は、８月１日（最も早い年金のお支
払いは平成 29 年 10 月）です。まだ請求手
続きをされていない方はねんきんダイヤルに
お電話をお願いします。必ずご予約のうえ、
年金事務所にて手続きを行ってください。
　 　ねんきんダイヤル
　　　☎０５７０－０５－１１６５（いい老後）

 会　場　笠松運動公園　サブプール
　　　　（ひたちなか市佐和 2197-28）
 期　日
　第１回　７月 ８日�（土）��６月 30日までに申込
　第２回　８月 ５日�（土）��７月 30日までに申込
　第３回　９月 30日�（土）��９月 22日までに申込
　第４回　10月 14日�（土）��10月 ６日までに申込
 時　間　午前9時 30分～11時 30分（9時から受付）
 対象者　県内在住の障がいのある方で小学6年生以上

コース 対象者 定員
（先着順） 内容

A
コース

25 ｍ泳ぐことがで
きない方
※保護者が入水できる方

10 人 水に慣れ
親しむ

B
コース

25m完泳できる方
（途中立ち止まらずに
25m泳ぐことができる）

30 人
競技力向
上を目指
す

 持ち物　水着・ゴーグル・水泳用帽子・タオル・
水泳補助具（必要な方のみ）・飲み物等

 参加費　無料
　  　茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　　　☎０２９－３０１－３３７５

 日　時　７月１５日（土）午前１０時～
 場　所　水郷県民の森ビジターセンター前集合
　 　水郷県民の森管理事務所
　　　☎６４－６４２０

　初心者を対象にインディアカ教室を開催
します。
 日　　時　７月２４日（月）・３１日（月）
　　　　　８月７日（月）　　
　　　　　全３回　毎週月曜　午後８時～９時
 場　　所　潮来第二中学校　体育館　　
�対 象 者　初心者で市内在住、在学又は在勤の方
　　　　　（小中学生は保護者同伴）
 募集人員　１５人
 参 加 費　１, ０００円（保険料、羽根代他）　
　　　　　※教室初日に納めていただきます。
 指 導 者　潮来市体育協会インディアカ部員
 持参する物　体育館シューズ・タオル・飲み物
　  　［平日］ 生涯学習課（中央公民館内）
　　　　☎６６－０６６０
　　　　［土 ･ 日］ 松岡　☎０９０－４８３４－５３６１
　　　　　　　　 松野　☎０９０－７２５２－９３５８

催 いきいき ITAKO スポーツクラブ主催
新緑の日光戦場ヶ原ハイキング参加者募集

 日　　時　７月１６日（日）
　　　　　市役所出発　午前５時３０分　
 場　　所　栃木県日光市戦場ヶ原
 募集人数　３５人（先着順）
 参 加 料　会員（大人）７，５００円（小学生以下）６，５００円
　　　　　一般（大人）８，５００円（小学生以下）７，５００円
　　　　����※昼食代、温泉入場料込み
　  　いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ　
　　　　☎６４－５８８６
　土曜日 : 午後 1 時～午後 4 時　日曜日 : 午前 10 時～午後 4 時

催 こどもの成長に関する
講演会　開催

 日　時　７月１日（土）
　　　　午後１時１５分～午後２時５０分
 場　所　鹿嶋勤労文化会館２F
 内　容　①「－２ＳＤ以下である低身長の小児は
　　　　　医療機関を受診させるべきか？」
　　　　【演者】　順天堂大学附属浦安病院
　　　　　　　　小児科　庄野　哲夫�先生
　　　　②「小児の神経学的発達とその問題点
　　　　　について」
　　　　【演者】順天堂大学附属練馬病院　
　　　　　小児科教授　新島　新一　先生
 その他　・講演会終了後無料相談会を実施します。
　　　　・参加無料です。詳細はお問い合わせください。
　  　神栖済生会病院　医事課　藤村
　　　　☎９７－２１１１

ｉ 潮来ヘルスランドさくらでダイエット！
夏のカラダを目指しませんか？

　本格的なマシンを取り揃えたトレーニン
グルームで汗をかいて、これから始まる夏
に向けてダイエット ! 引き締まった身体を目
指し暑い日々を乗り切る体力をつけましょ
う。トレーニングを利用しなくても内湯、
露天風呂、足湯、サウナを利用してリフレッ
シュも出来ます。
 初回講習会
　午前１０時３０分　火、金、日、祝
　午後　６時３０分　水、木、土　
　　　　※講習会の定員は 5人になります。
 場　所　ヘルスランドさくら　トレーニングルーム
　　　　※トレーニングルームの利用には

初回講習会が必須です。
 対　象　トレーニングルームは高校生以上
　　　　からご利用になれます。
 料　金　【一　般】�市内 510 円・市外 720 円
　　　　【中高生】�市内 200 円・市外 410 円
　　　　【高齢者 ( 満 70 歳以上 )】
　　　　　　　�　市内 200 円・市外 410 円　
　　　　【中学生未満】市内市外　無料
 必要な物　運動しやすい服装・運動靴 (上履き用 )
　　　　　詳細はお問い合わせください。
　  　ヘルスランドさくら
　　　　☎６４－５８５８

ｉ 農業用廃プラスチックを
回収します

　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（７月・１月）です。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。
※農薬容器の回収は第２回（１月）のみの
実施となります。

 登録期間　６月３０日（金）まで
　　　　　土日除く
 必要なもの　印鑑
 登 録 料　3,000 円
　　　　　　（釣銭の無いようにお願いします）
 回収日時　７月３日（月）午前９時～正午、
　　　　　午後１時～４時
 回収場所
　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）
 対 象 者　市内農家
　  　
　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）
　☎６３－１１１１内線 264 ～ 266

催 第３５回市民ソフトバレーボール大会
参加者募集

 日　　時　７月１６日（日）
　　　　　集合　　　午前８時
　　　　　開会式　　午前８時１５分
　　　　　試合開始　午前８時３０分
 会　　場　中央公民館体育室
 対　　象　市内在住、在勤、在学の中学生以上
　　　　　でスポーツ保険に加入している方
 料　　金　１チーム　２，０００円
 申込方法　参加料を添えて、中央公民館に

申込書を提出してください。
　　　　　※申込書は中央公民館にあります。
　　　　　※先着１６チーム
 申込期間　６月２６日（月）～７月１０日（月）
　　　　　午前９時～午後５時
　  　潮来市体育協会ソフトバレーボール部　草野
　　　　☎０９０－３００７－９５３４
　　　　潮来市中央公民館（潮来市日の出３－１１）
　　　　☎６６－０６６０

ｉ 茨城空港発着の那覇直行便

　毎日運航中の沖縄直行便は茨城空港が午
前１１時発で那覇空港に午後 2時着。運賃
は片道９，０００円から（搭乗３日前まで予
約できる「いま得」利用の場合）。空港施設
使用料が別途必要。ダイビングなどのマリ
ンレジャーや世界遺産の首里城、世界最大
級を誇る「美ら海水族館」など、沖縄を満
喫できる往復航空券と宿泊がセットになっ
たプランも各旅行会社で発売中。詳細はお
問い合わせください。
　 　茨城県空港利用促進協議会
　　　☎０２９－３０１－２７６１


