
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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　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
ています。対象の方でまだ受診をしていな
い方は、ぜひご利用ください。
※歯科医療機関の休診日を除く。
 期　　間　１２月３１日（木）まで
 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。再発行を希
望される場合は、茨城県後期
高齢者医療広域連合へ連絡し
てください。

 受診会場

　※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

　「一時的に資材置場として貸してほしい」、
「良い土で土地を埋め立ててあげます」など、

うまい話を持ちかけられ、安易に同意して
しまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、
無許可で建設残土を埋め立てられたりする
事例が発生しています。これらの責任や処
理費用の負担は、土地所有者に及ぶことも
あります。

不法投棄・野焼き・不適正な残土埋立てを
見つけたら　　不法投棄１１０番

いつもみんなでむらなくみはれ
　☎０１２０－５３６－３８０　へ

（茨城県廃棄物対策課）
 受付時間　午前８時３０分～午後５時１５分
　　　　　受付時間外は最寄りの警察署まで

　 　環境課  環境グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 251 ～ 253
　　　茨城県廃棄物対策課
　　　☎０２９－３０１－３０３３

　事前予約制で実施します。
 健診期日　
　令和３年１月２４日（日）、３１日（日）
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 健診内容　特定健診（国保の４０～７４歳の

方）、高齢者健診、胸部レントゲ
ン、胃がん検診（４０歳以上の方）

 申込期間　１１月２５日（水）～３０日（月）
　　　　　※１１月２９日（日）を除く
 申込方法　電話でお申込みください。
 申 込 先　茨城県総合健診協会
　　　　　☎０５７０－０７７－１５０
　　　　　午前９時～午後５時
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を
受け、一定の要件にあてはまる場合、固定
資産税の軽減措置を受けられます。
 対　　象　次のいずれかに該当する事業者
　①常時使用する従業員の数が１，０００人

以下の個人
　②資本金の額又は出資金の額が１億円以

下の法人
　③資本又は出資を有しない法人のうち、

従業員数が１，０００人以下の法人
　※大企業の子会社を除く
 軽減の要件・割合
　会計帳簿等で令和２年２月～１０月までの
任意の連続する３ヶ月間の事業収入の合計が
前年同期比で次の減少率となっていること。
　３０％以上５０％未満の減少：２分の１軽減
　５０％以上の減少：全額免除
 軽減措置の対象
　償却資産及び事業用家屋に対する令和３
年度固定資産税（土地は対象外）
 申告期間　令和３年１月４日（月）～
　　　　　２月１日（月）
 申込方法　
　「認定経営革新等支援機関等」において必
要事項の確認・証明を受け、潮来市役所税
務課へ申告してください。
　その他条件や申告方法は、
右のＱＲコードから確認し
ていただくか、お問合せく
ださい。
　  　税務課　税務グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

 期　　日　１２月９日（水）、１０日（木）、
　　　　　１１日（金）の３日間
　午前の部：午前９時３０分～１１時３０分
　午後の部：午後１時～２時３０分
 会　　場　かすみ保健福祉センター
 対　　象　潮来市に住民登録のある１９歳以

上の女性（平成１４年４月１日以
前に生まれた方）

 検査内容　超音波検査（素足のかかとを撮影）
 費　　用　１，０００円
 必要な物　健康保険証、スリッパ
※申込不要。直接会場にお越しください。
　 　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　☎６４－５２４０

　潮来市では、日中、仕事等で保護者のい
ない家庭の児童（小学１～６年生）を対象に、
学童クラブを開設しています。入所を希望
される方は期間内にお申込みください。

（公立）潮来市学童クラブ
 場　　所　潮来小・津知小・旧延方幼稚園・
　　　　　日の出小・牛堀小
 申込期間　令和３年１月６日（水）～
　　　　　２月２日（火）
 申込方法　必要書類を子育て支援課に提出
 必要書類
・放課後学童保育申込書
・雇用（予定）証明書
・家庭状況調査申立書
・口座振替申込書（現在入所している児童

は不要）
 そ の 他　１２月１日より、子育て支援課及

び各クラブで申込書の配布をす
るほか、潮来市ホームページか
らもダウンロードできます。

　  　子育て支援課
　　　　☎６３－１１１１　内線 386

　私立の学童クラブの申込書の配布、申込
先は各クラブとなっております。開所時間、
料金、定員、送迎の有無等詳細については
各クラブにお問合せください。

（私立）慈母学童クラブ
 場　　所　認定こども園　慈母学園
 申込期間　１月６日（水）～２９日（金）
　  　慈母学童クラブ　
　　　　☎６６－０６２４

（私立）こひつじ学童クラブ
 場　　所　認定こども園　こひつじ園
 申込期間　１月６日（水）～２９日（金）
　  　こひつじ学童クラブ
　　　　☎８０－１３３３

（私立）しらほ児童クラブ
 場　　所　認定こども園　しらほ園
 申込期間　１月６日（水）～２月２日（火）
　  　しらほ児童クラブ
　　　　☎６７－５６２０

　  　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　　　☎６３－１１１１　内線 386

　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

　茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひとり
親家庭（母子・父子家庭）のお子さんに、
入学祝品（学用品）を贈呈します。該当の
方で希望される方は、子育て支援課までお
申込みください。
※申込時にお子さんの氏名、保護者名、住所、

連絡先をお伝えください。
 申込締切　令和３年１月７日（木）
　 　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 386
　 　茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　☎０２９－２２１－７５０５

高齢者対象
無料歯科健診のお知らせ

注意！
あなたの土地が狙われています！

総合健診のお知らせ

中小事業者等を対象
令和３年度 固定資産税の軽減について

骨粗しょう症検診のお知らせ 令和３年度　学童クラブ
児童募集が始まります

建物を取り壊した場合は
届け出が必要です

令和３年度 小学校新入学児童へ
入学祝品を贈呈します

行政情報

募　集

 募集人員　１人
 勤務時間　午前８時３０分～午後５時
　　　　　週５日（１日７時間で変動あり）
 報　　酬　時給８９７円
 業務内容　申告事前準備から申告後の書類整

理までの事務全般及び会場受付
 雇用期間　令和３年１月１８日（月）～
　　　　　３月３１日（水）
 応募資格　パソコン（ワード・エクセル等）

の基本操作ができる方
 申込方法　履歴書 ( 写真添付）を税務課税務

グループに郵送又は持参で提出
 申込締切　１２月４日（金）
 選考方法　面接、書類審査等
　  　税務課　税務グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 132

令和２年度 潮来市会計年度
任用職員（税務課勤務）募集

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）



水郷県民の森イベント（１１月・１２月）

○織りと和のリメーク展覧会
　期　日　１１月２７日（金）～２９日（日）
　　　　　午前１０時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター　※無料
　その他　裂き織り無料体験なども開催します。
○野鳥観察会
　期　日　１２月１９日（土）午前１０時～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター前　※無料
○マカロニをつかったリース作り教室
　期　日　１２月１９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
○門松作り教室
　期　日　１２月２０日（日）午前９時３０分～
　会　場　水郷県民の森　ビジターセンター
　料　金　２，５００円
　定　員　１５組　※要予約
　  　茨城県水郷県民の森　☎６４－６４２０

　椅子に座り、曲にあわせて手と足を動かします。準備
運動ではストレッチや脳のトレーニングをしながら楽し
く体と脳を鍛えます。
　最近、筋力が衰えてきた、脳のトレーニングをしたい、
踊ってみたいという方におすすめの教室です。
 期　　日　令和３年１月１７日・２４日・３１日・
　　　　　２月７日・１４日　　全て日曜日　全５回
　　　　　午前１０時～１１時１５分
 会　　場　中央公民館　１階和室
 講　　師　フィットネスインストラクター
　　　　　宮本 あやな　氏
 対　　象　市内に在住・在勤の方で、６０歳以上の方
 定　　員　１５人（先着順）　※定員になり次第締切
 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お申込みください。
 受付時間　午前９時～午後５時
　  　中央公民館内　生涯学習課　☎６６－０６６０

潮来市体育協会主催　シニアのための
座ってダンス教室　参加者募集

ＩＴＡＫＯ子育て応援セット プレゼント

催し・その他

　新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活
様式が求められている中、がんばっている子どもたちと
家族の方々への一足早いクリスマスプレゼントとして、
潮来市にある企業等から寄付していただいた食品やお菓
子などを配布します。
 期　　日　１２月１９日（土）　午前１０時～午後２時
 会　　場　潮来市社会福祉協議会
 対　　象　潮来市在住の子育て世帯
　　　　　※１世帯１セット限り
 内　　容　潮来市の農産物や寄付されたお菓子等、
　　　　　先着１００世帯に配布。
　　　　　※定員になり次第締切
 申込方法　潮来市社会福祉協議会へ直接又は電話でお申

込みください。
 申込期間　１１月２４日（火）～１２月１１日（金）
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
 そ の 他　密を避けるため、申込み受付後、時間帯を調整

してご連絡します。
　  　潮来市社会福祉協議会　☎６３－１２９６

いばらきスポーツ＆アートナイト 開催

第２３回 活躍する作家展 開催

　いばらき観光誘客推進事業に認定された、スポーツと
アートをデジタルで彩る祭典を開催します。
 期　　間　１２月２１日（月）～２５日（金）
　　　　　午後５時～９時
 会　　場　カシマサッカースタジアム
　　　　　隣接駐車場 特設会場
 内　　容
○ｅスポーツ選手権
　競技種目：ぷよぷよ e スポーツ等
　参加人数：１人（個人ごとに申込み）
○ＨＡＤＯ選手権
　参加人数：３人１チーム（チームごとに申込み）
○自作アプリコンテスト
　参加人数：１人～（個人又はグループごとに申込み）
 申込方法　Web サイトよりお申込みください。
 申込締切　１２月１０日（木）午後５時まで
　競技日程やその他イベント等、詳細はお問合せください。
　  　いばらきスポーツ＆アートナイト実行委員会
　　　　☎８２－５２０１
　　　　https://seibidou.jp/ibaraki-sports-artnight/

　全国各地で開催されている展覧会などに入選した潮来
市文化協会員の作品等の展覧会を開催します。
 期　　間　１２月１２日（土）～２０日（日）
　　　　　午前１０時～午後５時
　　　　　※１２月１４日（月）は休館、
　　　　　　１２月２０日は午後１時まで
 会　　場　水郷まちかどギャラリー　※入場無料
 展示作品　絵画・写真・書道・陶芸・俳句会・短歌の会
　　　　　・水墨画〈７部門〉
　 　中央公民館内　生涯学習課　☎６６－０６６０

特設人権相談所が開設されます

　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　１２月１０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


