
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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 対　　象　潮来市在住・在勤の方
 申込方法　中央公民館に電話でお申込み。
 申込期間　１０月１日（木）午前１０時～
　　　　　定員になり次第締切
 そ の 他　先着順ですが、応募多数の場合は

初めて応募された方を優先させ
ていただきます。

　　　　　また応募が少ない場合は、講座が
開催されないこともあります。

　　　　　詳細はお問合せください。
　  　中央公民館　☎６６－０６６０
　　　　（午前 10 時～午後５時）

　潮来市では、住民登録のある子ども（１歳～中学３年生）と満６５歳以上の方を対象に、
インフルエンザ予防接種費用の一部助成を実施いたします。９月下旬に対象の方へ予診票を
郵送しますので、接種方法や実施医療機関は、予診票に同封のチラシをご確認ください。
 実施期間　１０月１日（木）～令和３年１月３１日（日）
○子ども

○高齢者

　より必要とされる方に確実に届くよう、上記「高齢者」の方は１０月１日から、それ以外の
方は１０月２６日以降の接種にご協力をお願いします。医療従事者・基礎疾患を有する方・妊婦・
生後６ヶ月～小学２年生で接種希望の方は、１０月２６日以降の早めの接種をお願いします。
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫　☎６４－５２４０

　国勢調査は、日本の未来をつくるために
必要な、大切な調査です。国や地方公共団
体が正確な統計に基づいて、公正で効率的
な行政を行うために、日本に住むすべての
人・世帯に漏れなく、正確な回答をしてい
ただく必要があります。
　調査へのご理解・ご協力をお願いします。
 調査期日　令和２年１０月１日現在で実施
 調査対象　日本国内にふだん住んでいる全て

の人及び世帯
 調査方法　総務大臣から任命された調査員が

９月上旬から皆様のお宅を訪問し
て調査票をお配りしています。

　 　企画調整課　企画調整グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 212

　もみ殻（稲わら）を燃やす際は、“ 風向き ”
や “ 時間帯 ” に配慮をお願いします。特に風
が強い日などは広範囲に煙が広がり、近隣
の方へ迷惑が及ぶ場合があります。
　野焼き行為の例外として、農業者が行う
稲わらの焼却などは認められていますが、生
活環境上支障がある場合は、例外扱いにで
きない事もありますので、ご注意ください。
　 　環境課　環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 251 ～ 253

　令和２年４月１日において、恩給法によ
る公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護
法による遺族年金等を受ける方（戦没者等
の妻や父母等）がいない場合に、ご遺族の
うち、お一人に特別弔慰金が支給されます。
詳細はお問合せください。
 支給内容　額面２５万円、５年償還の記名国債
 請求期間　令和５年３月３１日まで
　 　社会福祉課　社会福祉グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 397

　潮来市文化協会主催による潮来市民文化
祭は、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。
　市内外から多くの来場者が来るイベント
を開催できないのは大変残念ですが、ご理
解の程よろしくお願いいたします。
　 　潮来市文化協会事務局（中央公民館内）
　　　☎６６－０６６０

　今年度は新型コロナウイルス感染症の影
響で、大腸がん検診の日程及び検体容器の
送付方法が変更になっています。
　今年度は、昨年度に受診した方及び満４０
歳（昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１
日生）の方に、大腸がん検診の容器を１０月
上旬までに順次送付しています。容器が届
いていない方で受診希望の方はかすみ保健
福祉センターまで電話でお申込みください。
　また、回収日は１０月中（８日間）です。

「密集」を避けるため、日程は大腸がん検診
の容器に同封の案内文でお知らせします。
 対　　象　４０歳以上の男女
 申込期間　１０月９日（金）まで
　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

　測定をご希望の方は、検体玄米２合（300
ｇ）程度を袋に入れ、お名前と玄米品種を
袋に記載し、提出をお願いします。返却は
しませんので、あらかじめご了承ください。
 受付期間　１０月１２日（月）～１４日（水）
 受付場所　潮来市役所２階　農政課
　　　　　※所定の申込用紙に必要事項を
　　　　　　記入いただきます。
　 　農政課　農政グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 265・266

　建物を取り壊した際は「家屋滅失届出書」
を税務課に提出してください（建物の滅失登
記をする場合は不要）。届け出がないと、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（１月１日現在の所有状況で課税
されます）。届出書は税務課に備え付けてあ
ります。来庁の際は印鑑をご持参ください。
　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

令和２年 国勢調査を全国一斉に行います
調査の回答にご協力ください

稲作（田んぼ）農家の皆さまへ

第 11 回 特別弔慰金について

潮来市民文化祭
中止のお知らせ

大腸がん検診のお知らせ

水稲農家の皆さま
お米の食味値測定を実施します

建物を取り壊した場合は
届け出が必要です

行政情報

令和２年度 公民館後期講座のお知らせ

インフルエンザ予防接種費用の一部助成（子ども・高齢者）
及び優先的接種について

親子で作ってみよう！クラフトバンド
～ハロウィンのかご、クリスマスリース、お正月のしめ縄～

講　師：栗山 美佐子 氏
会　場：津知公民館
定　員：１５人（親子５組、成人女性５人）
　　　　（お子さんは小学３年生以上）
期　日：１０月２５日、１１月２９日
　　　　全て日曜日　全２回
　　　　午前１０時～正午
受講料：５００円 ( お子さんは無料）
教材料：１，０００円／回

初めての陶芸教室
～マグカップ、お皿、花器を作ります～

講　師：潮来陶芸クラブ
会　場：中央公民館
定　員：１０人
期　日：１０月２５日、１１月１日、８日、
　　　　２２日、２９日
　　　　全て日曜日　全５回
　　　　午前１０時～正午
受講料：１，０００円
教材料：１，０００円

女性のためのリラックスヨガ
講　師：小島 ゆう子 氏
会　場：中央公民館
定　員：１０人
期　日：１１月２０日、２７日、
　　　　１２月４日、１１日
　　　　全て金曜日　全４回
　　　　午後７時～８時３０分
受講料：５００円

託児付きヨガ ～心も体もリフレッシュ～
講　師：小島 ゆう子 氏
会　場：中央公民館
定　員：１０人（託児は５人まで）
　　　　※いたこファミリーサポートセン
　　　　　ター協力会員さんが支援します。
期　日：１１月２５日、１２月２日、９日、
　　　　１６日　　全て水曜日　全４回
　　　　午前１０時～１１時３０分
受講料：５００円

小学生のための書道教室
～書き初め宿題お助け講座～

講　師：大川 清游 氏
会　場：中央公民館
定　員：１０人（小学３年生～６年生）
　　　　※書道教室に通ったことがない児童
期　日：１２月１３日（日）　全１回
　　　　午前１０時～正午
受講料：無料
持ち物：学校で使用している書道道具

募集・催し・その他

特設人権相談所が開設されます

不安や悩みに
「こころの健康相談」を実施します

「法の日」
弁護士による無料電話相談会

行政相談週間のお知らせ

　毎日の暮らしの中で起こる様々な問題を
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＞
 期　　日　１０月８日（木）
　　　　　午前 10 時～午後３時
　　　　　（正午～午後１時を除く）
 会　　場　津知公民館
　 　市民課　市民グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 113

　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　１０月２２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≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

 期　　日　１０月１日（木）
　　　　　午前１０時～午後４時
 実施方法　電話相談（１人１５分程度）
　　　　　事前予約不要
 電話番号　☎０８０－７５３１－３１７３
　　　　　☎０８０－７５３１－３２４２
　　　　　☎０８０－７５３２－０６４３
 料　　金　無料　※電話料金はかかります。
　 　茨城県弁護士会事務局
　　　☎０２９－２２１－３５０１

　１０月１９日（月）～２５日（日）まで
の一週間は、「行政相談週間」です。毎日の
暮らしの中で改善してほしいことや、窓口
でのサービス等でお困りのこと、苦情など
ありましたら、行政相談をご利用ください。

＜予約不要・秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　１０月２１日（水）午後１時～３時
 会　　場　牛堀公民館相談室、
　　　　　津知公民館学習室２
　 　秘書課　秘書グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 205

対 象 者 １歳～小学６年生 中学１年生～中学３年生
助 成 額 １，０００円／回　年度内２回まで １，０００円　年度内１回まで
注意事項 令和２年１０月１日から令和３年１月３１日までに１歳になるお子さんで、接種

を希望される場合は、かすみ保健福祉センターまでお問合せください。

対 象 者 ・満６５歳以上
・６０～６４歳で、身体障害者手帳　内部障がい１級（心臓、腎臓、呼吸器、ヒ

ト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害）の方
助 成 額 ２，１００円（年度内１回）
注意事項 実施期間内に６５歳になる方は、誕生月の前月末に予診票を郵送します。



　ビザ・仕事・結婚・税金・保険・生活全般について、
弁護士と通訳つきで話せます。＜秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　１０月４日（日）、１１日（日）
　　　　　午前１０時～午後３時
　　　　　※受付は午後２時３０分まで
 相談方法　
 ・電話の場合：☎０２９－２４４－３８１１ 
 ・ビデオ通話の場合：LINE、Skype、Messenger にて対応
※ビデオ通話相談の方は、事前に①名前、②言語、
　③使用する通話ツールをメールで連絡してください。
　（メール iia_consul@ia-ibaraki.or.jp）
 相談できる言葉
　日本語、英語、中国語、タイ語、タガログ語、ポルトガ
ル語、韓国語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語
　  　茨城県国際交流協会　外国人相談センター
　　　　☎０２９－２４４－３８１１

　相続や自筆証書遺言の法改正について、行政書士によ
る寸劇やお話があります。また、潮来市社会福祉協議会
からは「わたしのライフプランノート」をプレゼントい
たします。
終活についてご興味のある方は、是非ご参加ください。
 期　　日　１０月１０日（土）午後１時３０分～３時３０分
 会　　場　潮来市社会福祉協議会
 内　　容　○寸劇、講話、質疑応答
　　　　　　午後１時３０分～２時
　　　　　○個別相談　午後２時～３時３０分
 申込方法　電話又は潮来市社会福祉協議会の窓口で予

約してください。
 申込締切　１０月２日（金）
　  　茨城県行政書士会　鹿行支部　潮来地区担当　石田
　　　　☎０９０－１８３６－３１８２
　　　　潮来市社会福祉協議会　☎６３－１２９６

　購入額１０，０００円で総額１３，０００円分お買い物！
　（市民１人あたり１セットの購入が可能です。　例：４人世帯の場合は４セット）
 対　　象　潮来市民全員
 商品券の内容　１セット１３，０００円分
 取扱加盟店　潮来市ホームページにて随時更新
　　　　　　しています。右の QR コードから
　　　　　　も確認することができます。
　　　　　　※サンキ牛堀店は大型店舗の取扱いに変更となりました。
 販売期間　９月１６日（水）～１０月３０日（金）
　　　　　午前９時～午後５時（土日祝日を除く）
 販売場所　市内郵便局５局（潮来、潮来辻、延方、大生原、牛堀）
 購入方法　「水郷潮来プレミアム商品券引換券」・「本人確認書類（運転免許証・
　　　　　保険証等）」を持参し、販売場所にて購入
 購入回数　原則１回（特段の事情があり、分割で購入する場合は２回まで）
 商品券使用期限　令和３年２月２８日（日）
 対象外商品　商品券類・切手・印紙・プリペイドカードなど換金性の高いもの、
　　　　　　金融商品、不動産、性風俗特殊営業、国や地方公共団体への支払い、
　　　　　　医療保険や介護保険等の一部負担金（処方箋が必要な医療品含む）、たばこ
 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
　　　　　※注意事項等、詳細は潮来市ホームページ又は右の QR コードからご確認ください。
　 　観光商工課　観光商工グループ　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

高齢者応援商品券は、水郷潮来プレミアム商品券が使えるお店で使えます。
※高齢者応援商品券は、令和２年度に７５才以上である高齢者の方に簡易書留で
　お送りしています。
　 　高齢福祉課　高齢福祉グループ　☎６３－１１１１　内線 120・121

　借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開
催します。弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に
応じます。＜秘密厳守・相談無料＞
 期日・会場　
①１０月２６日（月）午後１時～４時３０分
　取手市役所 議会棟（取手市寺田 5139）
②１０月２７日（火）午後４時～７時３０分
　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
③１０月２８日（水）午後１時～４時３０分
　つくば市豊里交流センター（つくば市高野 1197-20）
④１０月２９日（木）午後１時～４時３０分
　日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1）
 定　　員　各会場１０人まで　※事前予約制
　　　　　定員になり次第締切
 申込方法　１０月１９日（月）までに電話でお申込みく

ださい。
　  　茨城県　生活文化課
　　　　☎０２９－３０１－２８２９

外国人のための電話・ビデオ通話による
休日無料弁護士相談

行政書士による遺言セミナー
『知っ得！遺言の話』 ＆ 無料相談会 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」販売中！

多重債務者のための
無料法律相談会

事業者の皆様へ
潮来市持続化給付金支援事業が始まりました

新型コロナウイルス関連情報

 給 付 額　一律１０万円
 対　　象
○市内に本店を有する中小企業者及び個人事業主
○市外に店舗を有する市内在住の個人事業主
 対象要件
①国の持続化給付金の支給を受けておらず、今後も受け

る予定がないこと。
②令和２年１月から１２月のうち、任意の１ヶ月の売上

高が、前年同月と比較して３０％以上５０％未満減少
していること。

③今後も事業を継続する意思があること。
④市税を滞納していないこと。　等
※①～④のほかにも要件がありますので、詳細は潮来市

ホームページをご覧ください。
 申込方法　所定の申請書類に必要事項を記入し、添付書類

と併せて観光商工課に提出。
　　　　　※申請書類は潮来市ホームページからダウン
　　　　　　ロードできます。
 申込締切　令和３年２月２６日（金）
　 　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 243

ひとり親世帯臨時特別給付金のお知らせ

　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、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
　　　　　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の該当者で、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があります。
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

小型店専用（薄紫色）
７，０００円分

（５００円券×１４枚）

小型店・大型店共通（青色）
６，０００円分

（１，０００円券×６枚）

オレンジ色

茨城県初。B.B.BASEがJR潮来駅にやってくる。

～サイクリストのあたらしい旅スタイル～

電車に手を振っておでむかえプロジェクト。潮来駅ロータリー集合！

 期　　日　１０月３日（土） 集合時間：午前９時３０分　参加者に潮来オリジナル PIN バッチをプレゼント

　　　　　　　　　 　観光商工課　観光商工グループ　☎６３－１１１１

※ B.B.BASE とは
BOSO BICYCLE BASE（房総バイシクルベース）の略称で、自転車を解体せずにそのまま持ち込める
JR 東日本の電車です。


