
新型コロナウイルスの影響により、延期・中止になる場合があります。
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マイナンバーカード
出張申請サポートを行います 令和２年度 こども子育て相談 ゴミの野焼きは

禁止されています！

不安や悩みに
「こころの健康相談」を実施します

９月１日は「霞ヶ浦の日」です！

注意！
通信販売のトラブルが増えています

高齢者対象
無料歯科健診のお知らせ

水郷潮来プレミアム商品券が販売されます

 対　　象　潮来市在住の方
 内　　容　写真撮影を含めたマイナンバー

カードの申請サポート等
 必要な物　免許証・保険証など、本人確認が

出来るものをご持参ください。
　　　　　※申請書を持参いただくと、５分

前後で申請できます。
　 　市民課　市民グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 115

　「落ち着きがない」、「発達が気になる」、「関
わり方が難しい」など、子どもの成長で気
になることはありませんか？また、そのお
子さんとの毎日の生活にイライラしてしま
うことはありませんか？今年度より、子育
て支援・保護者支援を目的とし、公認心理
師が、発達が気になる就学児童生徒の保護
者の方を対象に個別相談を行います。
　相談は無料となりますので、希望される
方はお問合せください。　※要事前予約
 期　　日　　８月２８日、 　 ９月２５日、
　　　　　１０月２３日、 １１月２７日、
　　　　　１２月２５日、 　１月２９日、
　　　　　　２月２６日（全て金曜日）
 面接時間　全日程共通で行います。
①午前 9 時 30 分～　②午前 10 時 30 分～
③午前 11 時 30 分～　④午後 1 時 30 分～
⑤午後 2 時 30 分～　⑥午後 3 時 30 分～
 対　　象　市内在住で “ 発達が気になる ”

小学校１年生から中学校３年生
の保護者
※お子さんとの面接も可

 会　　場　かすみ保健福祉センター
　  　社会福祉課　障害福祉グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 392・393

　ゴミ（廃棄物）を野焼きすることは一部
の例外を除き、法律で禁止されています。「野
焼き」は周囲にお住まいの方々に「悪臭が
する」「洗濯物が汚れる」「窓が開けられない」
などの被害を及ぼすほか、ダイオキシン類
の発生源となり、環境汚染の原因にもなり
ます。さらに火災につながる危険もありま
すので、「野焼き」は絶対にやめてください。

不法投棄や野焼きを見かけたら
『不法投棄１１０番』へ通報をお願いします。

いつもみんなでむらなくみはれ

フリーダイヤル　0120-536-380
　 　鹿行県民センター　環境・保安課
　　　☎０２９１－３３－６０５７
　　　環境課　環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 251 ～ 253

　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の
医師が相談をお受けします。お気軽にご相
談ください。（相談無料、秘密厳守）
 期　　日　８月２７日（木）午前 10 時～
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 申込方法　電話又は直接窓口で予約
　  　かすみ保健福祉センター
　　　　☎６４－５２４０

　霞ヶ浦の汚れの原因のひとつは、炊事、
洗濯、入浴など家庭からの生活排水です。
公共下水道への接続や高度処理型浄化槽の
設置のほか各家庭でできるちょっとした工
夫で霞ヶ浦の水の汚れは軽減されます。

～わたしたちにできること～
〇天ぷら等の廃油はリサイクル回収や固め

てごみとして捨てましょう。
〇台所では三角コーナー等を使って細かい

ごみを取り除きましょう。
〇お風呂の残り湯は洗濯等に使いましょう。
　 　環境課　環境グループ　
　　　☎６３－１１１１　内線 253

　全国各地で通信販売による消費者トラブ
ルが発生しています。
  相談事例

①通信販売で洋服を購入したが、イメー
ジと違うのでクーリングオフしたい。

②通信販売で「お試し価格」と書いてあっ
た健康食品を注文したところ、同じ商品
が翌月も送られてきたので返品したい。

③通販サイトで商品を購入し代金を銀行
で振り込んだが商品が届かない。サイ
トにメールをしても返信がなく、電話
も繋がらない。

　事例①②について、通信販売はクーリング
オフはできません。健康食品など、初回が格
安となっている場合は定期購入が条件となっ
ていることがあります。購入前に、広告表示
やホームページの最終画面を見て、契約条件
や解約返品ルールをよく確認しましょう。
　事例③について、代金の支払い方法によっ
て対処法が異なります。注文した内容・業
者からのメールは、印刷や保存をしておき
ましょう。
 悪質な通販サイトの見分け方
○運営者の氏名、住所、電話番号が記載さ

れていない。
○正規販売店の販売価格より、極端に値引

きされている。
○日本語の表現が不自然である。
○支払い方法が銀行振込のみとなっており、

クレジットカードの利用ができない。
※不安に思った場合やトラブルが生じた場合

は、消費生活センターにご相談ください。
　 　潮来市消費生活センター
　　　☎６２－２１３８

　高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を
予防するため、無料の歯科健診を実施します。
※歯科医療機関の休診日を除く。
 期　　間　９月１日（火）～１２月３１日（木）
 対　　象　後期高齢者医療被保険者で、令和

２年３月３１日現在、満７５歳・
満８０歳・満８５歳の方。

　　　　　※対象者には、案内を８月中旬に
送付しています。

 受診会場
医療機関名（５０音順）
あさい歯科医院 草野歯科医院
飯田歯科医院 こひなた歯科医院
いたこ歯科医院 鈴木歯科医院（潮来）
うちぼり歯科医院 鈴木歯科医院（牛堀）
大崎歯科医院 関戸歯科医院
大森歯科医院（潮来） 根本歯科医院
大森歯科医院（牛堀）
※他市町村の実施医療機関については、後期

高齢者医療広域連合にお問合せください。
 受診方法
１．同封の実施歯科医療機関一覧表の中か

ら希望の医療機関へ予約する。
２．当日に被保険者証、受診券、受診票、

健康手帳、歯ブラシを持参のうえ受診
する。

※受診票の問診項目は事前にご記入ください。
　 　茨城県後期高齢者医療広域連合　事業課
　　　☎０２９－３０９－１２１２

　市内取扱加盟店で使用できる「水郷潮来プレミアム商品券」を販売します。
１セット１万３千円分の商品券を１万円で購入できます。
 対　　象　潮来市民
 料　　金　１セット１万円（市民１人あたり１セット購入可能）
 商品券の内容　１セット１万３千円分
　　　　　　　　小型店専用　　　　　７，０００円（５００円券×１４枚）
　　　　　　　　小型店・大型店共通　６，０００円（１，０００円券×６枚）
 引換券発送時期　９月上旬予定
 販売期間　９月１６日（水）～１０月３０日（金）　午前９時～午後５時
 販売場所　市内郵便局５局（潮来、潮来辻、延方、大生原、牛堀）
 販売方法　引換券は世帯主へ発送します。本人確認書類・引換券をご持参のうえ、販売場所へ

お越しください。また、商品券の購入回数については、原則１回とし、特段の事情
があり、分割で購入する場合は２回までとします。

 商品券使用期間　９月１６日（水）～令和３年２月２８日（日）
 そ の 他　参加加盟店募集中！詳細は潮来市商工会へご連絡ください。☎９４－６７８９
　  　観光商工課　観光商工グループ　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止の
ため、９月２１日（月）に予定していた潮
来市敬老会式典は中止とさせていただきま
したが、米寿と１００歳以上の高齢者への
記念品贈呈は実施いたします。
　また、市内７５歳以上高齢者には、潮来
市高齢者応援事業として、市内商店で使用
できる２，０００円の商品券を配布いたしま
す。
　配布方法は、記念品・商品券共に９月頃
に対象者へ郵送でお送りする予定です。
　 　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 121

　潮来市戦没者追悼式については、先の大
戦により尊い生命を祖国のために捧げられ
た戦没者に対し追悼の意を捧げるとともに、
恒久の平和を祈念して、例年９月の秋分の
日に実施しておりましたが、今年度は新型
コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
中止することとなりました。
　ご遺族や市民の皆様におかれましては、
慰霊塔へのご参拝について、自由参拝とさ
せていただきますので、ご理解の程よろし
くお願いいたします。
　 　社会福祉課　社会福祉グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 391

令和２年度
潮来市敬老事業について

潮来市戦没者追悼式
中止のお知らせ

行政情報

市民の皆様へ
　茨城県の発表により、市内で新型コロナウイルスに感染された方が確認されました。
市民の皆さまにおかれましては、一人ひとりが「新しい生活様式」を実践し、感染防止
対策を徹底していただくとともに、感染が拡大している地域への不要不急の移動・滞在
を自粛していただき、慎重に対応されますようお願いいたします。
　また、市内での発生に伴い、不確かな情報が流布される可能性がありますので、県及
び市が発信する正しい情報に基づき、冷静に対処されますようお願いいたします。
　市といたしましては、市民の皆さまの生命及び健康の安全・安心を守るため、茨城県
をはじめとする関係機関と連携し、情報収集に努めるとともに、感染拡大を防ぐための
対策に全力で取り組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　令和２年８月２３日

期　　日 会　　場
８月２７日（木）
午前 10 時～午後４時

セイミヤ潮来店
ギフトコーナー

９月　３日（木）
午前 10 時～午後４時

ベイシア潮来店
サービスカウンター前

９月１０日（木）
午前 10 時～午後４時

ホームジョイ本田
連絡通路

（生活館＝ハード館）
９月１７日（木）
午前 10 時 30 分～
午後４時

ショッピングセンター
ラ・ラ・ルー正面玄関
入口付近



　新型コロナウイルス感染症の影響で収入
が減少したひとり親世帯への支援を行うた
め、臨時特別給付金を支給します。
※収入等の要件により対象とならない場合
があります。
 窓口受付　令和３年１月２９日（金）まで
　　　　　（土日祝日・年末年始を除く）
　　　　　午前９時～午後５時
 申請場所　潮来市役所　子育て支援課
 給 付 額
　【基本給付】１世帯５万円、
　　　　　　　第２子以降１人につき３万円
　【追加給付】１世帯５万円
 対象者・申請方法
①令和２年６月分の児童扶養手当が支給され
　た方。
　基本給付：申請不要　追加給付：申請必要
②公的年金等の受給により令和２年６月分

の児童扶養手当が全額停止されたひとり
親の方。（申請をしていれば令和２年６月
分児童扶養手当が全額停止になると想定
される方も含む。）

　基本給付：申請必要　追加給付：申請必要
※①と②に該当者で、追加給付が一部要件

により対象とならない場合があります。
③新型コロナウイルス感染症の影響で収入

が減少したひとり親の方。
　基本給付：申請必要　追加給付：対象外
 必要書類　
・戸籍謄本又は抄本
　（児童扶養手当認定者は省略可）
・②の方：平成３０年中の収入額がわかる

書類（令和元年度課税証明書など）
・③の方：令和２年２月以降の任意の１ヶ

月分の収入がわかる書類
※その他必要に応じ書類を求める場合あり
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

　潮来市水道事業給水条例により、給水適
正の保持を目的に、本年度、使用開始から
８年を経過する水道メーター器の交換作業
を行います。ご不在の場合でも、作業を行
わせていただきますのでご了承ください。
 作業期間　９月１１日（金）～１１月１７日（火）
 対象地域　十番、十四番、日の出１丁目、
　　　　　日の出２丁目、日の出３丁目、
　　　　　日の出４丁目
　交換作業に際しまして、料金などの請求
は一切ありません。施工業者は身分証明書
を携帯しています。
　交換後に水が茶色く濁ったり、白く見え
たりする場合がありますが、しばらく水を
出し続けると元の状態に戻ります。
　 　上下水道課　水道グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 332・334

 募集人員　若干名
 勤務場所　潮来市役所２階　電話交換室
 勤務時間　①午前８時 30 分～午後１時
　　　　　②午後１時～５時 30 分
　　　　　※①と②の交代勤務制
　　　　　１日４時間 30 分　週４日
 報　　酬　時給８９７円（期末手当有）
 業務内容　外線電話の各部署への交換業務
 雇用期間　２年１０月～令和３年３月
 申込方法　申込書、履歴書（写真添付）を財政

課管財Ｇに郵送又は持参で提出。
　　　　　申込書は潮来市ホームページか

らダウンロードするか、財政課
窓口で受領してください。

 申込締切　９月８日（火）
 選考方法　面接、書類審査等
　  　財政課　管財グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 223

　浄化槽を使用している方は、浄化槽からき
れいな水が放流されているかを検査する年１
回の水質検査（法定検査）の受検が義務付け
られています。まだ、法定検査を受検されて
いない方は、受検の申込みをお願いします。
　  　茨城県水質保全協会
　　　　☎０２９－２９１－４００４

　９月１０日の「下水道の日」にあわせて、市
内小中学生のポスター等の作品展を開催しま
すので、児童・生徒の力作をぜひご覧ください。
 期　　間　９月１０日（木）午後１時 ～
　　　　　　　１７日（木）午後１時まで
 会　　場　ショッピングセンター
　　　　　ラ・ラ・ルー
 出展作品　絵画、ポスター、作文、書道、
　　　　　新聞、標語
　 　上下水道課　下水道グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 322

 期　　日　９月１９日（土）
　　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
 会　　場　レイクエコー　１階大研修室
 内　　容　病気の悩み、薬、介護などについ

て話し合います。どなたでも参加
できます。

 申込方法　交流会前日までに、電話でお申込
みください。

 そ の 他　新型コロナウイルス感染症対策の
ため、マスクを着用してください。

　  　発
ほ っ ち

知　☎０９０－１８５１－７７９９

　養育費の取り決め・支払い等、養育費に
関する問題でお困りの方へ、司法書士によ
る電話相談会を開催します。

＜予約不要・秘密厳守＞
 期　　日　９月１２日（土）
　　　　　午前 10 時～午後４時
 電話番号　☎０１２０－５６７－３０１
　 　茨城青年司法書士協議会
　　　☎０２９－２９１－７８５６

　カヌー競技の発展向上などを目的として、
茨城国体のカヌー競技開催地である神栖市
の神之池で、体験教室を開催します。
 期　　日　９月５日、１２日、１９日、
　　　　　２６日、１０月３日（全て土曜日）
　　　　　午前９時～ 11 時 30 分
 対　　象　鹿行地区の小学生・中学生
　　　　　※小学生の参加につきましては、
　　　　　　保護者同伴でお願いします。
 会　　場　神栖市 神之池
 集合場所　神栖市民体育館 玄関前
 申込方法　事前に電話でお申込みください。
　  　神栖スポーツクラブ　大高
　　　　☎９３－００４０

　その他詳細はお問合せください。
　  　茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　　　☎６９－１１７１

　空き地は、土地の所有者（管理者）の責
任で適正に管理することとなっています。
雑草や枯れ草が繁茂すると、害虫や火災が
発生しやすくなったり、ごみ等の不法投棄
を招いたりします。所有者（管理者）の方
は常に空き地の適正な管理を心掛けていた
だき、清潔で快適なまちづくりへのご協力
をお願いします。
　 　環境課　環境グループ　
　　　☎６３－１１１１　内線 251 ～ 253

ひとり親世帯臨時特別給付金
のお知らせ

水道メーター器
交換のお知らせ

令和２年度 潮来市会計年度
任用職員（電話交換業務）募集

浄化槽をお使いの皆様へ
法定検査の受検をお願いします。

下水道促進週間コンクール
小中学生作品展を開催します

全国パーキンソン病 友の会 茨城支部
患者家族のミニ交流会開催のお知らせ

全国一斉養育費相談会
（無料電話相談）

カヌー体験教室を開催します

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

空き地を所有（管理）する皆さんへ
空き地の雑草を刈り取りましょう

募集・催し・その他

市内小中学校で働ける講師を
随時募集しています

作る・見る・触れる
サイエンスフェスタ 開催

大生の七井戸見学会 及び
大生の七井戸と水循環シンポジウム 開催

種類 内　容
常勤講師

（臨時的任
用職員）

学校教職員の代替補充として臨
時的に任用する常勤の職員で
す。育児休業中や休職中の職員
の補充職員として任用され、学
級担任を持つこともあります。

非常勤
講師

学校が必要とする場合に茨城県
が派遣する非常勤の職員です。
常勤講師とは違い、週当たりの
勤務日数や勤務時間が定められ
ており、学級担任をすることは
ありません。

　教員免許状の有効期限を確認いただき、
学校教育課までお問合せください。
　  　学校教育課
　　　　☎６３－１１１１　内線 365

 期　　日　１０月３日（土）
 対　　象　小・中学生の親子
 内　　容
①トイドローン操縦体験教室（無料）
　・午前 10 時～正午
　・午後１時 30 分～３時 30 分
②光のオブジェ（参加費３００円）
　午前 10 時～正午
③化石・鉱物の発掘体験（参加費７００円）
　午後１時 30 分～３時 30 分
 定　　員　①：各８組　②③：各１５組
 会　　場　レイクエコー
 申込期間　８月２９日（土）午前９時～
　　　　　９月　４日（金）午後５時
 申込方法　レイクエコーホームページより
　　　　　お申込みください。
　　　　　（親子１組につき１講座のみ）
　その他詳細はお問合せください。
　  　レイクエコー　☎７３－２３００
　　　　行方市宇崎１３８９

 期　　日　８月３０日（日）
 定　　員　１００人（定員になり次第締切）
 協 力 金　１，５００円（資料・弁当代）
 申込方法　参加者の氏名・住所・電話番号・

メールアドレス（可能な方のみ）
を添えて、電話・ＦＡＸ・メール
のいずれかでお申込みください。

 申 込 先　NPO 法人日本地質汚染審査機構
　　　　　☎ ０４３－２１３－８５０７
　　　　　Fax ０４３－２１３－８５０８
　　　　　　　office@npo-geopol.or.jp
 そ の 他　参加される方は、事前に体温検査

し、マスク着用でお願いします。
　　　　　体調がすぐれない場合は、参加

はご遠慮ください。
○大生の七井戸見学会
　時　間　午前９時 30 分～
　会　場　潮来市大生思井戸
　　　　　※車でお越しの場合は、県道大賀

延方沿線の臨時駐車場をご利
用ください。

　内　容　大生の七井戸見学
○大生の七井戸と水循環シンポジウム
　時　間　午後１時～
　会　場　中央公民館
　内　容　講演、発表会
　　①演題：水循環と水辺環境の復元
　　　　　　～東京都小平地区での実践～
　　　講師：工学博士　中村 晋一郎　氏
　　②演題：大生地区の地下水流動
　　　講師：理学博士　藤崎 克博　氏
　　③発表会・パネルディスカッション
　 　生涯学習課　生涯学習グループ
　　　☎６６－０６６０

講座 建築ＣＡＤ
（JW_CAD）

基礎講座

第二種電気工事士
（技能）受験対策

講座Ｂ
期日 １０月１９日（月）、

　　　２０日（火）、
　　　２２日（木）、
　　　２６日（月）、
　　　２７日（火）

１１月１６日（月）、
　　　１７日（火）、
　　　１９日（木）、
　　　２４日（火）、
　　　２６日（木）、
　　　３０日（月）

午後６時～９時
内容 基本的な建築図面

の作成実習（平面
図、立面図、外観
パース）

第二種電気工事士
（技能）受験対策・

練習問題解説。
※ 試 験 で 使 う 工

具 等 を 持 参 く
ださい。

定員 １５人（抽選） １０人（抽選）
受講料 ３，０４０円（テキスト代込）

応募期間 ９月９日（水）まで ９月１４日（月）～
１０月１４日（水）

申込方法【インターネットの場合】
鹿島産業技術専門学院ホームページ
＜電子申請＞により必要事項を入力
してください。入力の際、申込者の
メールアドレスが必要となります。

【郵送の場合】
学院ホームページより「受講申請書」
をダウンロードし、必要事項を記入
のうえ、94 円切手を同封して送付
ください。


