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第39回水郷潮来花火大会

潮来市体育協会ゴルフ部シニア会
会員募集のお知らせ

子どもたちとふれあうことが大好きな
保育士資格をお持ちの方へ

国民年金保険料免除申請を現在受付中です
（平成２９年７月～平成３０年６月分）

平成 29年度下半期
学校開放事業について

児童扶養手当の
現況届を忘れずに

水郷旧家磯山邸で
「川風を感じる会」を開催します

納税のお知らせ（８月末）

 日　　時　８月１９日（土）
　　　　　午後 7 時 30 分 打上～午後８時 30 分
　　　　　※悪天候の場合、翌日・翌々日に順延
 場　　所　水郷北斎公園（北利根川特設会場）

＜協賛金ご協力のお願い＞
個人（３千円～）・商店等（５千円～）
企業・団体等（１万円～）※１万円以上協
賛の方に協賛席（２名様分）を用意します。
 申込締切　８月３日（木）
　 　産業観光課　☎６３－１１１１内線 241 ～ 244

＜さじき席の販売＞※数量限定
１コマ（１．８ｍ×１．８ｍ）５千円
 申込開始　７月２４日（月）午前９時～
　  　潮来市商工会　☎８０－３８３１

 対　　象　市内在住で満５５歳以上の方
 開催予定　全５回（４・６・８・１０・１２月）
 費　　用　入会金　１，０００円
　　　　　年会費　５，０００円
　 　潮来グリーンランド内　潮来シニア会事務局
　　　☎６４－６１８４

　わたしたちは、市内認定こども園 8 園です。
あなたの空いている時間を子どもたちとふ
れあうことが大好きな皆さんの仕事の場と
してご使用になりませんか。
例えば、ご主人の扶養の範囲で働きたい。
子どもが学校へ行っている時間帯に働きたい。
短時間ならできるかもしれない。
資格はあるけれど経験がなくて不安。
是非ご相談ください。
 相談期間　７月２４日（月）～８月３１日（木）
　　　　　午前 9 時から午後 5 時
　　　　　（土日祭日を除く）
 相談窓口　子育て支援課
 相談内容　希望する認定こども園へご案内を

します。
　　　　　直接相談することもできます。
 認定こども園　
　潮来こども園　　　　（☎ 62-2437）
　うしぼり園　　　　　（☎ 64-2337）
　かすみ認定こども園　（☎ 64-5082）
　こひつじ園　　　　　（☎ 80-1333）
　しらほ園　　　　　　（☎ 67-5620）
　慈母学園　　　　　　（☎ 66-0624）
　スサキ認定こども園　（☎ 66-3584）
　日の出こども園　　　（☎ 66-1133）
　 　子育て支援課　☎６３－１１１１内線 386

　経済的な理由などによって国民年金保険料
を納めることが困難な場合は、保険料の納付
が「免除」又は「猶予」される制度があります。
　免除制度には、全額免除・４分の３免除・
半額免除・４分の１免除があり、申請者本
人と配偶者、世帯主の前年所得が一定以下
であれば免除を受けられます。その他、若
年者納付猶予制度（５０歳未満の方）や失
業による特例免除制度などがあります。
　保険料を未納のままにしておくと年金額が減っ
たり、受給資格がなくなる場合がございますので、
納付が困難な場合は、免除制度をご利用ください。
★免除された保険料は１０年以内であれば後
から納めること（追納）ができます。
 受付場所　市民課　保険年金グループ
 持参するもの
　①認印
　②雇用保険受給資格者証又は雇用保険被保険者離職票
　（失業による特例免除申請の際）
　 　市民課　☎６３－１１１１内線 122

　１０月１日から翌年３月末日の期間に、
学校開放事業による体育施設の定期利用を
希望する団体は、市立学校体育施設使用申
請書・学校開放利用団体名簿とスポーツ安
全保険等への加入がわかるものを添えて申
請し、潮来市学校開放事業（体育施設）利
用者調整会議に必ず代表者等が出席してく
ださい。利用希望日が重なった場合には、
抽選等により利用曜日を決定する場合もあ
ります。申請書は、生涯学習課（中央公民
館内）にあります。
 日　　時　潮来市学校開放事業（体育施設）

利用者調整会議
　　　　　９月１４日（木）午後 7 時～
 場　　所　中央公民館 1 階　大ホール
 対　　象　市内在住又は在勤者で構成する 10

名以上の団体
 申込方法　市立学校体育施設使用申請書・名

簿とスポーツ安全保険等への加入
がわかるものを添えて申請

 申込締切　８月２１日（月）正午
 提出する物
①市立学校体育施設使用申請書
②学校開放利用団体名簿
③スポーツ安全保険 ( 傷害・損害賠償責任保

険 ) 等への加入がわかるもの
　  　生涯学習課（中央公民館内）
　　　　☎６６－０６６０　児童扶養手当を受けている方（全部支給

停止の場合も含む）は、毎年 8 月 1 日現在
の状況等を確認するための届出が必要です。
期間内に忘れずに現況届を提出してくださ
い。対象者には 8 月上旬に通知します。
 提出期間　８月９日（水）～ ８月２３日（水）
　　　　　（土日を除く）
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　【受付時間の延長】
　　　　　８月１８日（金）・２３日（水）　
　　　　　午後７時まで現況届を受け付けています。
 受付場所　福祉事務所　子育て支援課
 提出書類　受給状況により異なりますので、通知文

書の中の必要書類をご確認ください。
※現況届を提出しないと、８月分以降の手

当が受給できなくなります。
※平成 28 年分の所得が未申告の方は、必ず

事前に所得申告をすませてから現況届を
提出してください。

　 　子育て支援課　☎６３－１１１１内線 386

日　程 内　容
８月４日（金）
　～６日（日）
午前１０時～午後４時

写経体験ができます。
冷やしタオル・凍り
レモン水を用意して
います。

　 　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 215

○市県民税　第２期分
○国民健康保険税　第 2 期分
○後期高齢者医療保険料　第 2 期分
○介護保険料　第 3 期分
　納付期限　８月３１日　（木）

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 ８月２７日（日）は茨城県知事選挙の投票日です
当日お忙しい方は期日前投票をご利用ください

 必要な物　投票所入場券
当日投票の場合は対象地区を確認のうえ、
投票所にお越しください。期日前投票は潮
来市役所又はかすみ保健福祉センターのど
ちらでも投票できます。
 期日前投票　
　８月１１日（金）～８月２６日（土）
　潮来市役所（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）
 当日投票
　８月２７日（日）午前７時～午後６時

　 　選挙管理委員会　☎６３－１１１１内線 234
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特設人権相談所開設の
お知らせ

「こころの健康相談」を
実施します 防災無線情報をメールマガジン・

テレホンサービスで確認できます

　毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問
題を解決するための相談です。いじめなど
の差別問題、家庭内の問題、金銭貸借、借
地借家、近隣間のもめごと等について人権
擁護委員が相談に応じます。

（予約不要・秘密厳守・相談無料）
 日　時　８月１７日（木）
　　　　午前１０時～午後３時
　　　　（正午～午後１時を除く）
 場　所　津知公民館
 その他　どなたでも相談できます。

無料です。事前の予約も必要あり
ません。

　　　　直接、津知公民館にお越しください。
　 　市民課　☎６３－１１１１内線 114

　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医
が相談をお受けします。お気軽にご相談く
ださい。

（秘密厳守・相談無料）
 日　　時　８月２４日（木）午前１０時～
 場　　所　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
 申込方法　電話又は直接窓口で予約してくだ

さい。
　  　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
　　　　 ☎６４－５２４０

　メールマガジン・テレホンサービスによ
り防災無線で放送された内容を確認するこ
とができます。是非ご利用ください。

【メールマガジン】
右の QR コードを携帯電話
で読み込み、メルマガ登録
ページから登録ください。

【テレホンサービス】
☎６２－４６８８
　 　総務課　☎６３－１１１１内線 232

ｉ ７０歳～７４歳の方へ　８月１日から
「国民健康保険高齢受給者証」が切替になります

　現在お持ちの「国民健康保険高齢受給者証」
（水色の証書）は、有効期限が７月３１日まで

のため、８月１日から翌年７月３１日までの
新しい受給者証を７月下旬までに送付します。
　期限の過ぎた受給者証は、住所や氏名が判
別できないように細断し、処分して下さい。
 注意事項
　８月２日から平成３０年７月３１日の間に
７５歳になる方については、有効期限が７５
歳の誕生日の前日となります。
　７月２日から８月１日までの間に７０歳に
なる方の受給者証についても７月下旬までに
送付します。
　 　市民課　☎６３－１１１１内線 129

投票所 対象地区
潮　来 潮来小体育館 潮来地区（大洲・十番除く）
日の出 中央公民館 大洲・十番・日の出・徳島・福島・米島
津　知 潮来保健センター 津知地区
延　方 延方小体育館 延方地区（徳島・福島・米島除く）
大生原 大生原小体育館 大生原地区
牛　堀 牛堀公民館 かすみ地区
八　代 かすみ保健福祉センター 八代地区

ｉ オープンウォーター
スイミング大会が開催

　７月２７日 ( 木 ) に潮来ボートセンターあめ
んぼ近くでオープンウォータースイミング大会
が潮来で初めて開催されます。是非ご覧くだ
さい。
　 　生涯学習課（中央公民館内）
　　　☎６６－０６６０
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休日開庁（８月）

鹿島宇宙技術センター施設一般公開【入場無料】
～電波の仕事を見てみよう！～

かすみの郷公園の
臨時休園のお知らせ

県税事務所からのお知らせ
８月は個人事業税第１期分の納期です

木造住宅耐震診断の
費用を補助します

８月は経済産業省主唱の
電気使用安全月間です

　潮来市役所市民課では、毎月第２・第４
日曜日の午前中に休日開庁をしております。
　８月１３日（日）・８月２７日（日）
 時　　間　午前８時３０分～正午
 業務内容

住民票、戸籍謄本、納税証明書等各種証
明書の発行、マイナンバーカード交付（事
前予約必要）、出生届・死亡届・婚姻届等
の受付等

　 　市民課　☎６３－１１１１内線 116

　鹿島宇宙技術センター施設の一般公開を
行います。イベント内容は「災害現場で活
躍する衛星通信」「見えない光で伝えよう」

「34 ｍアンテナを知ろう！」など多数です。
また子供工作教室「FM ラジオを作ろう！」

（先着 80 名。当日整理券配布。10 歳以上対象）
も行います。ぜひ来場ください。
 日　時　７月２９日（土）午前 10 時～午後４時
 場　所　鹿島宇宙技術センター（パラボラ）
　 　鹿島宇宙技術センター
　　　☎０２９９－８２－１２１１

　グラウンド整備 ( 芝生養生 ) のため、８月
８日（火）から９月７日（木）まで臨時休
園します。ご利用の皆様にはご迷惑をおか
けいたしますが、ご理解のほどよろしくお
願いします。
※使用再開　９月８日( 金 )　午前９時~（予定）
　 　都市建設課
　　　☎６３－１１１１内線 350

　個人事業税は県内で事業を営んでいる個
人の方に前年中の所得金額に対して課税さ
れる税金です。
  納期は、毎年８月と１１月の２期に分かれ
ています。第１期分の納期限は８月３１日

（木）です。期限内に完納されるようお願い
します。なお、個人事業税の納税には「口
座振替制度」が便利です。
　 　茨城県行方県税事務所　課税第一課
　　　☎７２－０４８３

 対象住宅　昭和５６年５月３１日以前に着
工された、階数が２以下の木造
住宅（持ち家）

　　　　　※その他必要要件があります。
詳細はお問い合わせください。

 個人負担　２, ０００円
 募集件数　５戸（予定戸数を超えた場合は抽選）
 申込締切　１０月３１日（火）
 そ の 他　申込書は都市建設課窓口で配布の

ほか、市ＨＰからダウンロードす
ることができます。

　　　　　東日本大震災においてり災証明で
半壊以上の判定をされた住宅は対
象外です。

　　　　　耐震診断をうけた方は耐震改修の
設計及び補強工事の補助も行って
おります。

　  　都市建設課
　　　　☎６３－１１１１内線 346

　電気は正しく安全に使いましょう！
　ホームページアドレス
　　http://www.kdh.or.jp/
　 　関東電気保安協会 鹿島事業所
　　　☎０２９９－８３－４１７９（代表）

ｉ 転倒予防教室のお知らせ
（潮来市介護予防事業）

　慢性的な膝痛、腰痛でお困りの方、ご相
談ください。筋肉が弱くなっているが、痛
くて運動ができない方のための、やさしい
体操教室です。 
 開 催 日　９月７日（木）～１１月９日（木）
　　　　　毎週木曜日　全１０回 午前１０時～正午
 場　　所　潮来市社会福祉協議会　リハビリ室
 内　　容　理学療法士による個別相談・セル

フケア指導、作業療法士による体
操指導、保健師の講話

 対　　象　潮来市在住の概ね 65 歳以上の方
現在、定期的なリハビリを受けていない方

 募集人数　１０名（１０回全て参加できる方
を優先とします。）

　　　　　痛みの状態等をお聞きし、優先度
の高い順に受講決定します。患部
の安静が必要など、体操が適さな
い時期もあります。受講できない
場合、他の教室等をご紹介します。

 申込方法　潮来市地域包括支援センターへお電
話又は来所にてお申し込みください。 

 申込締切　８月４日（金）
　  　潮来市地域包括支援センター
　　　　☎６３－１２８８

ｉ

ｉ

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請は
お済みですか？期限は８月31日までです！

平成２９年度第１種フグ取扱者
講習のお知らせ

　対象の方には申請書をすでに郵送してい
ますが、まだ申請がお済みでない方はお早
めの申請をお願いします。
 対 象 者　以下の要件を全て満たす方
　①平成２８年１月１日に潮来市に住民登

録がある方
　②平成２８年度分の住民税が非課税の方
　　※生活保護受給者等は除きます。
 給付金額　1 人につき１５，０００円
 申請場所　潮来市役所　福祉事務所
 申請期限　８月３１日（木）（土日祝日を除く）
　 　【申請に関すること】社会福祉課　
　　　☎６３－１１１１
　　　【制度に関すること】厚生労働省専用ダイヤル
　　　☎０５７０－０３７－１９２

　第１種フグ取扱者講習を開催します。フ
グ取扱業務に就くためにはフグ取扱者の資
格が必要です
 講習日時　９月２日（土）
　　　　　午前９時～午後４時
 講習会場　中川学園調理技術専門学校
　　　　　（水戸市見和３－６６３－１０）
 受 講 料　１４，０４０円（税込）
　　　　　※申込時に支払い
　受領した受講料については原則として返
納しません。
 申 込 日　８月３日（木）～４日（金）
　　　　　午前９時～１１時３０分・午後１時～４時
　　　　　（場所） 潮来食品衛生協会
　　　　　（潮来市大洲１４４６－１） 
　 　潮来食品衛生協会事務局
　　　☎６６－４８０５

ｉ 介護支援専門員の更新研修（実務未経験者）・
再研修 (有効期間満了者 )のご案内

【日程１】茨城県霞ケ浦環境科学センター（土浦会場）
 日　　程　８月～９月　（計１１日間）
 申込締切　８月４日（金）
 定　　員　９０名

【日程２】茨城県立健康プラザ（水戸会場）
 日　　程　１１月～１２月（計１１日間）
 申込締切　１１月２日（木）
 定　　員　９０名

【日程１・２共通】
 受 講 料　４３，６４０円
　　　　　（消費税、テキスト代込）
　日程や会場などの詳細はお問い合わせください。
　  　介護労働安定センター茨城支部
　　　　☎０２９－２２７－１２１５
　　　　HP　http://www.kaigo-center.or.jp

ｉ 平成２９年８月から高額介護サービス費の
一部の上限額が変わります

　市民税課税世帯の方の「高額介護サービ
ス費」（同じ月に利用した介護保険の利用者
負担が一定額を超えたときに支給される）
の上限額が変わります。

※ただし、同じ世帯の全ての６５歳以上の
方（サービス利用していない方を含む）の利
用者負担割合が１割の世帯は、年間上限額が
４４６，４００円（年間３７，２００円×１２
か月）となります。＜３年の時限措置＞
　 　高齢福祉課　☎６３－１１１１内線 126

利用者負担段階
区分

上限額
～７月 ８月～

第１号被保険者
で現役並の所得
者がいる世帯

世帯
４４，４００円

世帯
４４，４００円

市民税課税世帯
の方

世帯
３７，２００円

世帯
４４，４００円
※年間上限額あり
　詳細は下に記載

市民税非課税世
帯の方

・ 合 計 所 得 及 び
課税年金収入額
の合計が 80 万以
下の方

・ 老 齢 福 祉 年 金
の受給者の方

世帯
２４，６００円
個人
１５，０００円

世帯
２４，６００円
個人
１５，０００円

生活保護の受給
者の方等

個人
１５，０００円

個人
１５，０００円

催

ｉ

水郷まちかどギャラリー
展示案内（５月）

市役所・市内教育施設
放射能測定結果

期　間 催し物名 展示内容 備　考

 7/25 ㈫
～ 

7/30 ㈰

夫婦写真展 
～撮った！
撮れたこの
１枚～

写真

初日は午後 1
時から
最終日は午後
3 時まで

 8/ 1 ㈫
～ 

8/ 6 ㈰

潮来祇園祭
禮写真展

写真・
資料等

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

　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十分に下
回っており、健康に影響のあるレベルでは
ありません。
　検査日　６月２２日（木）天候：晴れ

【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

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 0.077（ ▲0.002 ）0.077（ － ）
潮来小学校 0.066 ( 0.003 ）0.064 ( 0.006 ）
津知小学校 0.061 ( － ）0.058 ( ▲0.001 ）
日の出小学校 0.050 ( ▲0.003 ）0.057 ( 0.002 ）
延方小学校 0.059 ( 0.001 ）0.058 ( ▲0.001 ）
大生原小学校 0.066 ( 0.004 ）0.071 ( 0.013 ）
旧徳島小学校 0.046 ( ▲0.008 ）0.054 ( ▲0.002 ）
牛堀小学校 0.057 ( ▲0.004 ）0.060 ( 0.003 ）
※（）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）
　 　環境課　☎６３－１１１１内線 251 ～ 253

潮来市水道水の放射能測定結果
　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　６月５日 ( 月 )　天候：晴れ

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
( ０．７Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．８Bq/
kg 未満 )

不検出
( ０．９Bq/
kg 未満 )

　 　上下水道課　☎６３－１１１１内線331

ｉ 一部の地域でテレビ受信障害
対策工事が行われます

　１０月１９日より、市内で 700MHz（メ
ガヘルツ）帯の携帯電話基地局からの電波
利用が開始される予定です。
　新しい電波の利用が始まると、一部地域にお
いてテレビ映像が「乱れる」「映らない」など
の受信障害が発生する可能性があるため、該当
する地域で「一般社団法人 700MHz 利用推進
協会」がその影響を防止する受信障害対策工
事を行います。受信障害が発生する可能性があ
るお宅へは、事前にチラシが配布されます。
　１０月１９日（予定）以降に受信障害が発
生しましたら、700MHz テレビ受信対策コール
センター（☎：0120-700-012）へご連絡をお願
いします。必要に応じて対策工事を行います。
　本件に係る工事で、視聴者の方の費用負担はありません。
　ご不明な点や本件に対する問合せは、700MHz テ
レビ受信対策コールセンターへお問い合せください。
　 　700MHz テレビ受信対策コールセンター
　　　☎０１２０－７００－０１２（午前 9 時～午後 10 時：年中無休）


