
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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　かすみ保健福祉センター及び中央公民館
における住民票など証明書発行業務等の減
少と、かすみ保健福祉センターを新型コロ
ナウイルスワクチン接種の拠点とすることか
ら、両窓口での証明書等の発行を廃止します。
　マイナンバーカードによるコンビニ交付が
利用できますので、取得のご協力をお願い
いたします。
 廃止場所　
　かすみ保健福祉センター、中央公民館
 廃止する業務
 ・住民登録関係
　（住民票、住民票除票、記載事項証明等）
 ・印鑑証明関係（印鑑証明書）
 ・税証明書関係（納税証明書、課税証明書等）
 ・火葬許可証の交付（※中央公民館）
 廃 止 日　３月３１日（水）
　 　行財政改革推進室　
　　　☎６３－１１１１　内線 211

　茨城県内において、保健所職員や市役所
職員を騙り「７５歳以上の高齢者は５万円
支払えばＰＣＲ検査を受けることができる」

「新型コロナウイルスのワクチンを受けるこ
とが出来るようになった。ワクチン接種を
優先的に受ける為には予約金が必要だ」等
という内容の電話が掛かってきています。
　高齢者のみを対象として保健所職員や市
役所職員からＰＣＲ検査を勧めることはな
く、新型コロナウイルスのワクチン接種に
関する勧誘の電話も行っていません。
　これらの電話の特徴として
○高齢者世帯に電話を掛けてくる。
○保健所職員や市役所職員を騙る者は「予

約金を払えば直ぐに検査やワクチン接種
ができる」と騙り、高額な現金を要求し
てくる。

等が挙げられます。
　今後このような不審な電話が掛かってき
た場合は、慌てずに行方警察署に相談して
ください。
　 　行方警察署 生活安全課
　　　☎７２－０１１０

窓口業務等の見直しについて

ＰＣＲ検査やコロナワクチン接種を騙る
ニセ電話詐欺に注意してください！

行政情報

　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）。届出書は税務課にあります。
来庁の際は印鑑をご持参ください。
※１月１日以前に取り壊した建物の届出に

は、解体業者から発行される解体証明書が
必要です。

　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

　４月から中学生になられるお子さんは、
小児マル福の受給者証が新しいものに更新
されます。３月中旬に新しい受給者証を送
付しましたので、お子さんの健康保険証の
記載内容と新しい受給者証が合っているか
必ず確認してください。記載内容が異なる
と、受給者証は使用できませんので、窓口
での手続きが必要となります。

＜茨城県の所得制限内の方＞　
【入院のみ有効】（ピンク色）と【外来のみ

有効】（ラベンダー色）と記載された受給者
証の２枚を用途に応じて使用してください。

＜茨城県の所得制限を超過する方＞
入院・外来ともに使用できる受給者証（ラ
ベンダー色）を使用してください。
　 　市民課　保険年金グループ　
　　　☎６３－１１１１　内線 124

　４月１日より、家庭児童相談室が子育て
支援課内に移転します。相談等を希望する
方は、事前に連絡をお願いします。
 電話番号　☎６２－２１７８（転送されます）
　 　子育て支援課　子育て支援グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 386・388

　土地、家屋の価格が記載されている令和
３年度分の固定資産（土地・家屋）縦覧帳
簿を見ることができます。
 期　　間　４月１日（木）～５月３１日（月）
　　　　　※期間中の土日・祝日を除く
 会　　場　潮来市役所 税務課（本庁舎１階）
 縦覧できる方
　固定資産税（土地及び家屋）の納税者、
　納税管理人、納税者の代理人
　（代理人の場合、委任状が必要です。）
　※土地の納税者は土地の、家屋の納税者

は家屋の、両資産の納税者は両方の縦
覧帳簿を見ることができます。

　 　税務課　税務グループ
　　　☎６３－１１１１　内線 135・136

建物を取り壊した場合は
届出が必要です

４月から新中学生になられる小児
マル福受給者の方へ

家庭児童相談室が移転します

固定資産縦覧帳簿を
見ることができます

潮来市特別出産祝い金のお知らせ

免許を返納した高齢者の方に
広域路線バス乗車券を交付します

　新型コロナウイルス感染症が市民生活に
影響を及ぼすことが長期化していることを
踏まえ、国の特別定額給付金の基準日を過
ぎて出生したお子さんを対象として、育児
に取り組む子育て世帯の支援を目的とする
特別出産祝い金を支給します。
 対　　象　令和２年４月２８日～
　　　　　令和３年４月１日までに
　　　　　潮来市で生まれたお子さん
　　　　　※申請日まで本市の住民基本台帳

に登録されている方
 給 付 額　支給対象者１人につき１０万円
 申請方法　対象者には案内通知を郵送してお

りますので、ご覧ください。
 申請期限　４月３０日（金）まで
　　　　　（かすみ保健福祉センター 必着）
　詳細は、潮来市ホームページをご覧いた
だくか、お問合せください。
　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

 交付内容　広域路線バス ２万円分
　　　　　（１人１回まで）
 対　　象　以下の全てを満たす方
　①潮来市に住民登録しており、運転免許を

自主返納時に７５歳以上の方
　②運転免許を自主返納し、原則６ヶ月以内

の方
 必要書類　運転免許取消通知書、又は運転経

歴証明書の写し、印鑑
　　　　　※代理人申請の際は、代理人の本

人確認書類・印鑑も必要です。
 申請会場　潮来市役所１階　高齢福祉課
　  　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 125

免許をお持ちでない高齢者の方へ
タクシー運賃の一部を助成します

 助成内容　１枚５００円×４８枚交付（年間）
　　　　　※１０月１日以降の申請の場合は、

２４枚交付となります
 対　　象　以下の全てを満たす方
　①潮来市に住民登録している７５歳以上の

方で、運転免許を所持しておらず、潮来
市の福祉タクシー利用券の交付を受け
ていない方

　②介護保険施設等に入所していない方
 必要書類　本人確認書類、印鑑
　　　　　※代理人申請の際は、代理人の本

人確認書類・印鑑も必要です。
 申請会場　潮来市役所１階　高齢福祉課
　３月中・週初めは窓口が大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策として、日
時をずらした申請にご協力願います。
　  　高齢福祉課　高齢福祉グループ
　　　　☎６３－１１１１　内線 125

募集・催し・その他
令和３年度 潮来市会計年度任用職員

募集

水郷潮来 権現山公園桜まつり
開催中！

 業務内容　事務補助
　　　　　（パソコン入力作業、電話対応等）
 募集人員　１人
 勤務場所　かすみ保健福祉センター
 勤務時間・報酬　
　　　　　週５日勤務（週３５時間）
　　　　　１３１, ９６１円／月
 雇用期間　採用後～令和４年３月３１日
 申込方法　履歴書（写真添付）をかすみ保健

福祉センターに提出してください。
 申込締切　４月１５日（木）必着
 選考方法　面接、書類審査等
　  　かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
　　　　☎６４－５２４０

　霞ヶ浦が一望でき、「茨城百景」にも選ば
れた桜とつつじの名所である権現山公園で、
桜まつりを開催しています。
 期　　間　４月１０日（土）まで
　　　　　※期間は変更となる場合があります。
 会　　場　権現山公園（牛堀１７４－１外）
 そ の 他　期間中毎日ライトアップが行われ、

夜桜を満喫できます。
　　　　　茨城県まん延防止警戒期間のため、

公園内での飲食はご遠慮ください。
　 　水郷潮来観光協会　☎６３－３１５４

シニアのための座ってダンス教室
参加者募集

　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　５月９日・１６日・２３日・３０日
　　　　　６月６日・１３日・２０日　
　　　　　全て日曜日　全７回
　　　　　午前１０時～１１時
 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、６５歳

以上の方
 定　　員　１５人（申込み多数の場合は抽選）
 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お申

込みください。
 受付時間　午前９時～午後５時
 申込締切　４月１５日（木）午後５時まで
　  　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　５月２１日・２８日
　　　　　６月４日・１１日・１８日・２５日
　　　　　７月２日　全て金曜日　全７回
　　　　　午前１０時～１１時
 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（申込み多数の場合は抽選）
 料　　金　５００円（保険代）
　　　　　開催日の初日に集めます。
 必要な物　ヨガマット
 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
 申込締切　４月２１日（水）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



鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

　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

講 座 名 機械ＣＡＤ（AutoCAD）
（基礎）講座

内　　容 基本的な機械図面の作成実習
（2 次元 CAD）AutoCAD の操作方法

講習日程 ６／　７日（月）、　 ８日（火）、
　　１０日（木）、１４日（月）、
　　１５日（火）、１７日（木）
の６日間（午後６時～９時）

定　　員 １０人（抽選）
受 講 料 ３，０４０円（テキスト代を含む）
申込締切 ４月１２日（月）～５月６日（木）
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＞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、８４円切手を同封
して送付ください。

種目 単位団名（チーム名） 対象／活動日／活動場所（メイン）／連絡先

サッカー

潮来サッカースポーツ 
少年団（潮来ＳＳＳ）

小学１～６年男女／土日祝：午前９時～正午、水金：午後
６時３０分～８時３０分（高学年のみ）／潮来小グラウン
ド、潮来小体育館／大森☎ 090 - 1816 - 2028

延方スポーツ少年団 
（延方ＳＳ）

小学１～６年男女／土日祝：午前９時～正午／延方小グラ
ウンド／萩原☎ 090-4363-6105 

日の出スポーツ少年団 
（日の出Ｓ S Ｓ）

小学１～６年男女（１・２年生は要付き添い）／土日：午
前９時～正午、水：午後７時～９時（高学年のみ）／日の
出小グラウンド／藤﨑☎ 090 - 2463 - 3551

牛堀サッカースポーツ 
少年団（牛堀ＳＳＳ）

小 学 １ ～ ６ 年 男 女 ／ 土 日： 午 前 ９ 時 ～ 正 午、 木： 午
後 ６ 時 ～ ８ 時（ 高 学 年 の み ） ／ 牛 堀 小 グ ラ ウ ン ド、 
かすみの郷グラウンド、旧八代小体育館／
久米☎ 090 - 9008 - 8600

ミニバス
ケット
ボール

津知スポーツ少年団 
（津知クィーンズ）

小学１～６年女子（潮来小、津知小）／月金：午後５時～
７時３０分、木：午後５時～７時、土日：午前９時～正午
／津知小体育館／飯田☎ 090 - 3001 - 0069

延方スポーツ少年団 
（延方ミニバスケット）

小学１～６年女子（延方小）／月：午後５時３０分～７時、 
水：午後５時３０分～８時、金：午後５時３０分～７時
４５分、土：午前９時～正午／延方小体育館／
石山☎ 090 - 7794 - 1541

日の出スポーツ少年団 
（日の出

ミニバスケット部）

小学１～６年女子（日の出小）／水木：午後５時～７時、
土日祝：午前９時～正午／日の出小体育館／
金子☎ 090 - 2563 - 1390

牛堀ミニバスケット 
ボールスポーツ少年団 

（牛堀ミニバス）

小学１年～６年女子／平日：午後５時～６時（週３程度）
※高学年のみ平日の練習を午後７時２０分まで延長する場
合あり／土日：練習や試合等が入る場合あり／牛堀小体育
館／大島☎ 090 - 7170 - 1981

潮来ＭＢＣダンク 
スポーツ少年団 

（潮来ＭＢＣダンク）

小学１～６年男子／火：午後６時～８時 延方小体育館、木：
午後６時～８時 牛堀小体育館、土：午後１時～５時・日：
午前９時～正午 潮来小体育館／三品☎ 090 -4613-2871

軟式野球

野球スポーツ少年団 
（潮来レッズ）

小学１～６年男女／土：午後１時～５時、日祝：午前９時
～正午／前川グラウンド／高須☎ 090 - 3068 - 4188  

徳島少年軟式野球 
スポーツ少年団 

（潮来イーグルス）

小学１～６年男女／日曜（大会・行事等、土・祝日も活動
します）／旧徳島小グラウンド、前川グラウンド／
中村☎ 090-2735-6841

剣道 延方スポーツ少年団 
剣道部

小学１～６年男女／水金：午後７～８時３０分／潮来二中
武道場／円戸☎ 090 - 4926 - 2618   

水泳 潮来水泳 
スポーツ少年団

小学１～６年・中学生男女／木：午後７時～８時（上級）、
日：午前１０時～１１時（初級・上級）／前川プール／

itako.swimming.juniorclub@gmail.com

ソフト 
テニス

潮来ソフトテニス 
スポーツ少年団

小学１～６年・潮来一中１～３年男女／【小学生】金：午
後７時～９時、土：午後３時～６時、日：午後１時～５時、【潮
来一中生】月：午後５時～７時／日の出テニスコート／
岡野☎ 090 - 7731 - 4154 、堀内☎ 090 - 4933 - 7759

ボート 潮来ボート 
スポーツ少年団

小学４～６年男女／土：午前９時～正午／ボートセンター「あ
めんぼ」／
小高☎ 090-4521-1259  hert5874xx@yahoo.co.jp

潮来市スポーツ少年団　団員募集中！

　スポーツ少年団の活動は、スポーツ技術の向上だけでなく、礼儀や奉仕の精神、協調性や
仲間と楽しむ心などを育てます。まずは気軽に、見学・体験してみてください！詳細は潮来
市教育委員会ホームページをご覧いただくか、各チームまでお問合せください。

令和３年度 茨城県警察官
採用試験（第１回）のお知らせ

 受付期間【インターネット（電子）申請】
　　　　　４月９日（金）午後５時まで
 一次試験　５月９日（日）

その他詳細はお問合せください。
　  　茨城県警察本部　警務課　
　　　　☎０１２０－３１４０５８
　　　　行方警察署　警務課　
　　　　☎７２－０１１０

試験区分 受験資格

男性警察官Ａ・
女性警察官Ａ

昭和６３年４月２日以降に
生まれた方で、大学（短大
を除く）を卒業した方、若
しくは令和４年３月３１日
までに卒業見込みの方、又
は人事委員会がこれと同等
と認める方

男性警察官Ｂ・
女性警察官Ｂ

昭和６３年４月２日から平
成１５年４月１までの間に
生まれた方で、上記警察官
Ａ の 受 験 資 格（ 学 歴 区 分 ）
に該当しない方（令和４年
３月３１日までに高等学校
を卒業見込みの方を除く）

　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　４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。＜秘密厳守・相談無料＞
 期　　日　４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

　おひとりだけ、ご家族だけで悩んでいま
せんか？４月より、視覚障がい者のため「ふ
れあいサロン」が開設されます。
　地域で生活をしている視覚障がい当事者の
立場から見えにくい・見えない方の様々なご
相談をお受けいたします。聞きたいこと、悩
みなどがありましたら、気軽にご相談ください。
 期　　日　毎月 第三水曜日
 会　　場　視覚障害者福祉センター ２階
　　　　　（水戸市袴塚１－４－６４）
 対　　象　県内に居住している視覚障がい者

とその家族、及び視覚障がい者を
支援等する立場にある方

 そ の 他　予定が変更となる場合がありますの
で事前にお電話等でご確認ください。

　 　茨城県視覚障害者協会
　　　☎０２９－２２１－００９８

　老朽化した神宮橋の架替のため、新神宮
橋の４車線化工事を行っています。
　４月上旬から５月上旬にかけて、杭打設
による大きな音が発生します。近隣地域の
皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解
ご協力をお願いいたします。
 工事期間　４月上旬～５月上旬
　　　　　午前８時～午後５時
　　　　　※土日・祝日を除く
 工事箇所　国道５１号新神宮橋 潮来側
　　　　　（潮来市洲崎地先）
　 　施工者：戸田建設株式会社
　　　　　　　神宮橋潮来側下部工作業所
　　　　　　　☎７７－５２０５
　　　発注者：国交省 常陸河川国道事務所
　　　　　　　鹿嶋国道出張所
　　　　　　　☎８２－１５０９

 受験資格　次のいずれかを満たす方
　・平成３年４月２日～平成１２年４月１日

生まれの方
　・平成１２年４月２日以降生まれの方で、大

学を令和４年３月までに卒業見込みの方、
又は人事院が同等の資格があると認める方

 受付期間　【インターネット申込み】
　　　　　４月７日（水）まで
 試 験 日　
　一次試験：６月６日（日）
　二次試験：７月１３日（火）～１５日（木）
　　　　　　のうち、指定された日
 試験程度　大学卒業程度
　その他詳細はお問合せください。
　 　茨城労働局　総務課
　　　☎０２９－２２４－６２１１
　　　鹿嶋労働基準監督署
　　　☎８３－８４６１

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

ふれあいサロン（視覚障害当事者相談）
開設のお知らせ

国道 51 号 新神宮橋の４車線化工事に
伴い大きな音が発生します

令和３年度 労働基準監督官
採用試験のお知らせ

水郷まちかどギャラリー
展示案内（３月）

期　間 催し物名 展示内容 備　考

3/31㈬
まで

日本習字中村習
字教室文化祭 書道

29日㈪休館
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。
 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

水郷県民の森イベント（４月）

○植物観察会
　期　日　４月１７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
　  　茨城県水郷県民の森　☎６４－６４２０


