
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。
催しなどに参加される場合は、マスクの着用等をお願いいたします。
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　市内の道路・河川沿いの環境美化を目的
に清掃大作戦を実施します。皆様のご協力
をお願いします。
 期　　日　１１月１５日（日）
　　　　　※荒天等で延期の場合は、当日の

朝７時に防災無線で放送します。
　　　　　　延期の場合、２２日（日）実施。
　時間や場所は地区ごとに異なりますので、
区回覧又は区役員にご確認をお願いします。
ごみ出しは、午前８時３０分までに清掃大
作戦指定の集積所にお願いします。
　落ちている物（汚れている物）を拾うため、
リサイクルはできません。ご家庭の粗大ご
みや草刈回収はしません。絶対に出さない
でください。
　区に加入されていない方は「清掃大作戦」
指定集積所のご案内と清掃大作戦用ごみ袋
の配布を環境課窓口で行っていますので、
ご相談ください。
※体調のすぐれない方は参加をご遠慮ください。
　 　環境課　環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 252

　物品役務と建設工事・コンサルタント業務
で、申請方法が異なります。ご注意ください。
　また、小規模工事等（発注予定価格が１
件あたり１３０万円未満の工事等）の契約
希望者登録は、随時受付しております。
○物品役務
　受付は、潮来市で行います。詳細は、潮
来市ホームページの入札・契約情報をご確
認ください。
 提出方法　原則として財政課へ郵送
　（簡易書留郵便又は配達証明郵便に限る）
　　　　　※持参による提出も可。
 受付期間　１１月１２日（木）～１２月４日（金）
 有効期間　令和３年４月～令和５年３月
○建設工事及びコンサルタント業務
　受付は、茨城県との共同受付となります。
登録希望の場合は、茨城県土木部監理課の
専用ページをご確認のうえ、茨城県へ申請
をお願いします。
　 　財政課　管財グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 223

　水郷潮来プレミアム商品券の販売は、平
日に市内郵便局５局にて行っておりますが、
平日のご購入が困難な方向けに臨時休日販
売を行います。
 期　　日　１０月２５日（日）
　　　　　午前９時～午後３時
 会　　場　潮来市役所本庁舎　１階
 必要な物
　・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）
　注意事項など、詳細は潮来市
ホームページをご覧ください。
右のＱＲコードからも確認する
ことができます。
　 　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

　自動ドアの改修工事に伴い、以下の期間中
は玄関からの出入りが出来なくなります。ま
た、部屋の利用が出来ない期間もあります。
工事期間中は、１階和室北側の扉から出入り
していただきますようお願いいたします。
　工事に伴う騒音等で大変ご迷惑をおかけ
して申し訳ありませんが、ご理解・ご協力
をお願いいたします。
 夜間利用停止期間
　１０月２６日（月）～１１月１８日（水）
　※午前９時～午後５時まで利用できます。
 本館利用停止期間
　１０月３１日（土）～１１月　３日（火）
　利用停止期間中でも、各運動施設（中央
公民館体育室、テニスコート、グラウンド等）
については、通常どおり利用できます。
　 　中央公民館内　生涯学習課
　　　☎６６－０６６０

　お客様から大変ご好評をいただいており
ました、潮来市シルバー人材センター製作

「しめ縄・正月飾り」について、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の観点から、今年は
販売を中止いたします。
　これまで購入されていた皆様に心から感
謝申し上げるとともに、来年は更なる努力
を重ねてより良い「しめ縄・正月飾り」を
作り上げたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。
　 　潮来市シルバー人材センター
　　　☎６３－１２１３

　茨城県には家庭の事情により親と暮らす
ことの出来ない社会的養護の子どもが約
７００人います。ご自身の家庭に迎え入れ
て養育していただく方を里親といいます。
　茨城県では、子どもたちの健やかな成長
のために、里親制度を積極的に推進してお
り、里親になっていただける方を広く募集
しています。
　 　茨城県里親制度等普及促進・
　　　里親リクルート事業受託施設
　　　児童養護施設　内原和敬寮
　　　☎０２９－２９１－３７７０

　児童手当を受給している方が対象の「子
育て世帯への臨時特別給付金」について、
６月下旬から随時、対象者の児童手当受給
口座にお振込みしています。
　公務員以外の方は支給済みですが、公務員
の方が受給するためには、住民票のある自治
体への申請が必要です。申請期限を過ぎた場
合は支給がされませんのでご注意ください。
 対　　象　令和２年４月（３月分含む）の児童

手当（本則給付）を受給している方
 申請締切　１１月３０日（月）
　ご自身の所属庁から配布された書類にて、
お早めに申請をしてください。提出は、原
則郵送でお願いします。
 郵 送 先　〒 311-2493　潮来市辻６２６
　　　　　潮来市役所 子育て支援課　あて
　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

　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２期分
の納期限は、１１月３０日（月）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
ありますので、是非ご利用ください。
　 　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。

　　　　　※その他要件がありますので、詳
細はお問合せください。

　　　　　　なお、り災証明で半壊以上の住
宅は対象外となります。

 個人負担　２，０００円
 募集戸数　５戸
　　　　　※予定戸数に達し次第締切
 募集締切　１１月３０日（月）
　　　※募集期間終了後、実施となります。
 対　　象　市内の対象建物の所有者又は同居

する家族（借家人を除く）
　　　　　※市税の滞納がある方は不可。
 必要書類
　①申込書
　　（市ホームページからダウンロード可）
　②り災証明書
　③完納証明書
　※建築年月日の確認できる書類がありま

したらご持参ください。詳細は都市建
設課にお問合せください。

　  　都市建設課　都市計画グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 346

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認
し、未来の生活設計について考えてみませ
んか。「ねんきんネット」をご利用いただく
と、いつでもご自身の年金記録を確認でき
るほか、将来の年金受給見込額について、
ご自身の年金記録を基に様々なパターンの
試算をすることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金
機構のホームページでご確認いただくか、
水戸南年金事務所にお問合せください。
　 　水戸南年金事務所
　　　☎０２９－２２７－３２５１

　新型コロナウイルス感染症の影響により、
収入が減少した世帯の国保税や介護保険料
が減免となる場合があります。
 減免要件　世帯の主たる生計維持者の
　①事業収入等が前年に比べ３０％以上減

少する見込みである。
　②減少する見込みの収入を除く前年の合

計所得金額が４００万円以下である。
　③前年の合計所得金額が１０００万円以

下である。 　※③は国保税のみの要件
　必要書類は収入の内容によっ
て異なります。詳細は各担当課
までご相談いただくか、潮来市
ホームページをご覧ください。
右のＱＲコードからも確認する
ことができます。
　 　○国保税について
　　　　税務課　税務グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 133
　　　○介護保険料について
　　　　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 127

清掃大作戦を実施します

入札参加資格申請　定期受付
（物品役務、建設工事・コンサルタント業務）

水郷潮来プレミアム商品券
本日！ 臨時休日販売を行っています

中央公民館
本館利用制限のお知らせ

しめ縄・正月飾り
販売中止のお知らせ

あなたも里親になりませんか 「子育て世帯への臨時特別給付金」
公務員が受給するには申請が必要です

県税事務所からのお知らせ
１１月は個人事業税第２期分の納期です

木造住宅耐震診断の
希望者を募集します

１１月３０日は 「年金の日」です

新型コロナウイルス感染症の影響による
国保税、介護保険料の減免について

行政情報

募　集

 期　　間　１２月２日（水）～４日（金）
　　　　　午前１０時～午前４時
 会　　場　鹿嶋勤労文化会館
 内　　容　スーパーマーケット等、流通分野

に関する基礎知識や接遇を学び、
店舗補助業務の就業を目指します。

 対　　象　シルバー人材センター会員として
就業できる満６０歳以上の方又は
職種転換を希望するシルバー会
員の方で、全日程参加可能な方。

 定　　員　１０人
 受 講 料　無料
 申込方法　潮来市シルバー人材センター窓口

に、所定の申込書を提出。
 申込締切　１１月１９日（木）
　　　　　定員になり次第締切
　  　潮来市シルバー人材センター
　　　　☎６３－１２１３

店舗業務補助スタッフ講習
受講者募集

　令和３年４月入学の学生を募集します。
 出願資格　プラント保守科（２年課程）：
　　　　　　高等学校卒業（卒業見込）の方
　　　　　生産ＣＡＤ科（１年課程）：
　　　　　　１７歳以上概ね４５歳以下の方
 出願期間　１１月９日（月）～１２月４日（金）
 試 験 日　１２月１１日（金）
　１１月１９日（木）に体験型オープンキャ
ンパスを開催します。
　  　茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　　　☎６９－１１７１

鹿島産業技術専門学院 学生募集
「資格取得で就職へのステップを」



水郷まちかどギャラリー
展示案内（11 月）

期　間 催し物名 展示内容 備　考

11/3㈫
～

11/8㈰
第19回なめがた
写真研究会展 写真 最終日は

15 時まで

　新型コロナウイルス感染拡大防止対策と
して、入館の際、手の消毒・マスク着用・
検温にご協力をお願いいたします。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況

によっては、開催中止・延期となる可能性
があります。 中止・延期の場合には、水
郷まちかどギャラリーホームページ等でお
知らせいたします。誠に申し訳ありません
が、ご理解ご協力をお願いいたします。

 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

電車に手を振っておでむかえプロジェクト 第２弾！

～サイクリストのあたらしい旅スタイル～

 期　　日　１１月７日（土） 集合時間：午前９時３０分
 会　　場　ＪＲ潮来駅ロータリー
 そ の 他　参加者に潮来オリジナルバッチをプレゼント
※ 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。
　 　観光商工課　観光商工グループ　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

催し・その他

潮来まちづくりシンポジウム２０２０
開催

～風の音色に想いをのせて～
風の音しらべ 開催

茨城県ひきこもり相談支援センター
ひきこもり出張相談会

　潮来高校（地域ビジネス科）１・２年生が
７班に分かれ、筑波大学と創り上げた潮来市
への提案を発表します。ぜひお越しください。
 期　　日　１１月３日（火）午後１時～
 会　　場　潮来公民館　大ホール
 内　　容
【第１部】潮来高校生による地域活性化
　　　　　プロジェクトの提案
　①移住したい、帰ってきたいまち潮来
　②強靭なまち・潮来
　③潮来ＭａａＳ（交通）
　④水郷三都での観光まちづくり
　⑤アントラーズで鹿行地域を盛り上げよう！
　⑥道の駅いたこ魅力最大化
　⑦潮来高校魅力度アッププロジェクト
【第２部】トークショー

　潮来高校生をはじめ、筑波大学生、潮
来市長、特別ゲストがこれからの潮来に
ついて、議論します。

　 　企画調整課　企画調整グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 211

　茨城県材の竹を細工した風鈴が藤棚に飾
られます。期間中の土・日・祝日は、疫病
退散を願う無料の短冊づくりが開催され、
願い事を書いた短冊を会場内に飾り付ける
ことが出来るほか、職人による竹細工のデ
モンストレーションも行われます。
 期　　日　１０月３１日（土）～１１月２３日（月）
　　　　　午前１０時～午後３時
 会　　場　水郷潮来あやめ園
　 　観光商工課　観光商工グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 241 ～ 243

　ひきこもり問題で悩んでいるご本人やご
家族の方を対象に出張相談を行います。
　「動き出したいけど動けない」、「何をどう
すればいいかわからない」等の困りごとな
ど、まずは相談から始めてみませんか？
　お一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

＜秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　１１月２０日（金）午後１時～４時
　　　　　※相談１件５０分（完全予約制）
 会　　場　潮来市社会福祉協議会
 申込方法　１１月１８日（水）までに予約
　  　茨城県ひきこもり相談支援センター
　　　　☎０２９６－４８－６６３１
　　　　メール info@ibahiki.org
　　　　火～土曜日 午前９時～午後６時
　　　　日・月・祝日は休み

 内　　容　求職者支援訓練［基礎コース］
　　　　　ビジネススキル・パソコン基礎科
　　　　　訓練コース番号：5-02-08-001-00-0034
 期　　間　１２月１５日（火）～
　　　　　令和３年３月１５日（月）の平日
　　　　　午前９時～午後３時３０分
 料　　金　７，８７６円（テキスト代）
　　　　　受講料無料
 定　　員　１５人
 募集締切　１１月２４日（火）
　締切日の前日までに管轄のハローワーク
で求職申込と職業相談が必要です。応募締
切日にご注意ください。
　  　アイテックパソコンスクール神栖校
　　　　☎７７－８３７０

求職者向け パソコンスクール
受講生募集

　柔らかいフリスビーで行うドッチボール
のような「ドッチビー」の体験を行います。
 期　　日　１１月２２日（日）午前１０時～正午
 会　　場　中央公民館　体育室
 対　　象　市内に在住、在勤の方
 定　　員　３０人　　※参加無料
 申込方法　中央公民館へ直接又は電話で申込み
 受付時間　午前９時～午後５時
 申込締切　１１月６日（金）午後５時まで
 持参するもの　①上履き
　　　　　　　②汗拭き用タオル
　　　　　　　③飲み物
　  　中央公民館内　生涯学習課
　　　　☎６６－０６６０

ニュースポーツ
ドッチビー体験教室 参加者募集

　歯の治療相談や費用、ブラッシングの仕
方など、歯に関する悩みや質問の無料電話
相談を開催します。茨城県保険医協会の歯
科医師が相談に応じます。
 期　　日　１１月１５日（日）午後１時～４時
 電話番号　☎０２９－８２３－７９３０
　 　茨城県保険医協会
　　　☎０２９－８２３－７９３０

 期　　日　１１月２６日（木）
　　　　　午後１時３０分～２時３０分
 会　　場　鹿嶋市商工会館　３階
　　　　　（鹿嶋市宮中２－１－３４）
 内　　容
　・鹿行地区における海外展開の一歩
　・コロナ禍における海外での新たな需要
 定　　員　４０人　※定員になり次第締切
 料　　金　無料
 申込方法　事業所名・電話番号・所在地・メー

ルアドレス・受講者名を記載し、
鹿嶋市商工観光課にメール又は、
ＦＡＸでお申込みください。

　　　　 　　syoukou1@city.ibaraki-kashima.lg.jp
　　　　　FAX ０２９９－８４－１２１３
　 　日本貿易振興機構　茨城貿易情報センター
　　　☎０２９－３００－２３３７

 期　　日　１１月２１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

て話し合いのほか、薬剤師による
講演を予定しています。

 料　　金　無料（非会員の方は有料）
 申込方法　交流会前日までに、電話でお申込

みください。

　  　発
ほ っ ち

知　☎０９０－１８５１－７７９９

　相続税、贈与税、消費税、所得税などの税
金の相談や個人事業・法人の創業に関する相
談を、税金の専門家である税理士が行います。

＜要事前予約・相談無料＞
 期　　日　１１月４日（水）、１８日（水）、
　　　　　１２月２日（水）、１６日（水）、
　　　　　令和３年１月２０日（水）
　　　　　午後１時３０分～４時３０分
 会　　場　鹿嶋市まちづくり市民センター
　　　　　２階　団体事務室９
　　　　　（鹿嶋市宮中４６３１－１）
　  　関東信越税理士会　潮来支部
　　　　☎８４－７３３９

歯のなんでも電話相談

海外展開を目指す中堅・中小企業向け
初めての海外展開勉強会

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

税理士による無料税務相談所を
開設しています

水郷県民の森イベント（11 月）

○野鳥観察会
　期　日　１１月２１日（土）午前１０時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター前
　料　金　無料
○キャンドル作り教室
　期　日　１１月２１日（土）午前１０時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター
　料　金　５００円
　定　員　１０組　※要予約
　  　茨城県水郷県民の森　☎６４－６４２０

潮来市体育協会主催
ピラティス教室 参加者募集

 期　　日　１１月２５日、１２月２日、
　　　　　９日、１６日、２３日
　　　　　全て水曜日　全５回
　　　　　午後７時～８時頃まで
 会　　場　中央公民館　１階和室
 対　　象　市内に在住、在勤の方
 定　　員　１０人（抽選）※未参加者優先
 料　　金　５００円（保険代）
　　　　　開催日の初日に集めます。
 申込方法　中央公民館へ直接又は電話で申込み
 受付時間　午前９時～午後５時
 申込締切　１１月６日（金）午後５時まで
 持参するもの　①ストレッチマット又は大き目
　　　　　　　　のバスタオル（下に敷くもの）
　　　　　　　②汗拭き用タオル
　　　　　　　③飲み物
　  　中央公民館内　生涯学習課
　　　　☎６６－０６６０

　バレトンとは、バレエ・ヨガ・フィットネ
スの三つの要素を組み合わせたプログラム
のことです。有酸素運動がメインで、筋肉を
刺激するので基礎代謝が上がります。素足
で行うので足裏の感覚を目覚めさせます。
 期　　日　１２月４日・１１日・１８日
　　　　　令和３年１月１５日・２２日
　　　　　全て金曜日　全５回
　　　　　午前１０時１５分～１１時３０分
 会　　場　中央公民館　大ホール
 講　　師　日本フィットネス協会
　　　　　認定インストラクター
　　　　　石倉 恵美　氏
 対　　象　市内に在住、在勤の方
 定　　員　１５人（申込多数の場合は抽選）
 料　　金　５００円（保険代）
　　　　　開催日の初日に集めます。
 申込方法　中央公民館へ直接又は電話で申込み
 受付時間　午前９時～午後５時
 申込締切　１１月１０日（火）午後５時まで
　  　中央公民館内　生涯学習課
　　　　☎６６－０６６０

バレトン教室 参加者募集


