４月１０日（土）
一番星 田植え開始
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新型コロナワクチン接種が始まりました
潮来市では、5月11日
（火）
より、高齢者の方への新型コロナワクチンの集団接種を行なっています。
※ ワクチンは約３週間の間隔をあけ２回接種します。
（費用は、２回とも無料です。
）
※ 接種は強制ではありません。

■ 潮来市「新型コロナワクチン接種」の手順
①「接種券」が届く

※①と②、両方の書類が届いたら、
接種の予約ができます。

②「予診票」が届く

※予約先など、詳しい方法は
「予診票」に同封します。

③「１回目ワクチン接種日時を予約」

※当日は、接種券、予診票、本人確認書類（健康保
険証、運転免許証等）を忘れずにお持ちください。

④「１回目ワクチン接種」

※当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分は
こすらないでください。

⑤「２回目ワクチン接種日時の予約」

※当日の激しい運動は控えてください。
※接種してからも、マスク着用、３密を避けるな
ど、今までどおりの感染予防対策は必要です。

⑥「２回目ワクチン接種」

◎かすみ保健福祉センターでの「集団接種」のみとなります。病院での「個別接種」は、準備
が整いましたら、広報等でお知らせします。

■ 新型コロナワクチン接種後の副作用について
（出典：厚生労働省

新型コロナワクチンＱ＆Ａ）

高齢者で一番多い副反応は、接種部位の痛みです。その他、倦怠感、頭痛、寒気、筋肉や関節の痛
みなどが起こることがありますが、たいてい数日以内で良くなることが分かっています。
ワクチンによる発熱は接種後１〜２日以内に起こることが多く、必要な場合は解熱鎮痛剤を服用す
るなどして、様子をみていただくことになります。熱が２日以上続く場合や、激しい痛みや高熱など
症状が重い場合、典型的ではない（上記以外の）症状がみられる場合は、下記のコールセンター（副
反応相談窓口）にご相談ください。
◎接種後、気になる症状がある場合の相談先
●茨城県新型コロナワクチンコールセンター
【副反応相談窓口】☎ ０２９−３０１−５３９４
（午前８時３０分〜午後１０時

土日・祝日も実施）

●潮来市ワクチン接種コールセンター
☎７７−７０６５（午前９時〜午後５時 平日のみ）

◎ワクチン接種や副反応等に関する
さらに詳しい情報は
●茨城県ホームページ
「新型コロナ

ワクチンについて」

●厚生労働省ホームページ
「新型コロナ

ワクチンＱ＆Ａ」
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■「接種券（クーポン券）
」
・
「予診票」は、別々の時期に届きます。
「接種券」と「予診票」の、両方の封筒が届いた方から、予約可能となります。
両方の書類が必要ですので、大切に保管してください。

予約方法など、接種に関する詳しいご案内は、順に発送する②「予診票」に同封します。
❶「接種券」の封筒
大型封筒（Ａ４サイズ）
白地に紫色の帯

❷「予診票」の封筒
定型郵便・水色の封筒
接種当日までに、必要事項を記
入してください。

※接種券のシールを剥
がしたりせず、その
まま保管してくださ
い。

接種券だけでは
予約できません。

■「接種券」・「予診票」の発送時期
令和３年度末の年齢

接種券

65歳以上で介護保険施設等に入所されている方

発送済み

発送済み

85歳以上の方（昭和12年4月1日以前に生まれ
た方）

発送済み

発送済み

75歳〜84歳の方（昭和12年4月2日〜昭和22
年4月1日に生まれた方）

発送済み

ワクチンの供給量等にあわせて、年
齢の高い方から順に発送

65歳〜74歳の方（昭和22年4月2日〜昭和32
年4月1日に生まれた方）

6月末頃
（予定）

6月末頃からワクチンの供給量等にあ
わせて、年齢の高い方から順に発送

16歳〜64歳の方（基礎疾患のある方含む）

未定

予

診

票

未定

※ワクチンは順次、供給されていますので、接種可能な人数分ずつ段階的に、ご案内を発送します。
※それぞれの年齢の方が接種できる時期など、現時点で未定の事項については、潮来市のホームペー
ジや広報いたこにて、決まり次第、掲載します。
※現在、何らかの病気で治療をうけている方や、以下のように接種に注意を要すると思われる方は、
ワクチンを接種しても良いか主治医等に相談しておいてください。
・ 薬剤や他の予防注射でアレルギー症状が出た方
・ワーファリンなど血液を固まりにくくする薬を服用している方
・免疫不全の診断をうけた方、先天性免疫不全症の近親者がいる方
・妊娠中の方、授乳中の方
【お問合せ】かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
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低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のご案内
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯）に
対し、子育て世帯生活支援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。）

対 象 者
１８歳に達する日以後の最初の３月３１日（１８歳の年度末）までの間
にある児童（一定の障がいがある児童は２０歳まで延長される場合があり
ます。
）を監護しており、以下の要件のいずれかに該当する方。

① 児童扶養手当受給者（令和３年４月分）に該当（申請不要）
※①に該当の方には、４月下旬に案内通知をお送りしています。児童扶養手当を受給している口座
に５月２１日（金）頃に振り込みます。

② 公的年金受給等により令和３年４月分の児童扶養手当が全額停止等に該当（申請要）
※申請をしていれば令和３年４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。
◎必要書類 申請者（請求者）本人確認書類の写し、戸籍謄本又は抄本（児童扶養手当認定者は省
略可）
、平成３１年１月〜令和元年１２月の年間収入がわかる書類、振込口座を確認できる書類
の写し、その他
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
申請書
（請求書）
・簡易な収入額の申立書（申請者本人用）
・簡易な収入額の申立書（扶養義務者等用）
・簡易な所得額の申立書 （※収入額ではなく、所得額での申請も可能）

③ 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変したことにより、令和３年４月以降
の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準に該当（申請要）
◎必要書類 申請者（請求者）本人確認書類の写し、戸籍謄本又は抄本（児童扶養手当認定者は省
略可）
、令和２年２月以降の任意の月（１ヶ月）の収入がわかる書類、振込口座を確認できる書
類の写し、その他
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）
申請書
（請求書）
・簡易な収入見込額の申立書（申請者本人用）

広報いたこ 2021年 5月号Vol.242

6

feature article
・簡易な収入見込額の申立書（扶養義務者等用）
・簡易な所得見込額の申立書 ※控除が多い等の場合、所得額での申請も可能）

〇児童扶養手当が全額停止中の方、児童扶養手当の認定を受けていない方でも、児童扶養手当の支給要
件を満たしていれば支給対象となります。

支 給 額

児童１人当たり一律５万円（１回限り）

②と③に該当する方の申請方法
申請書に必要事項記入のうえ、必要書類を添付して子育て支援課まで提出してください。
（申請書は、
市ホームページ又は子育て支援課にも備えてあります。
）
※扶養義務者の有無や事業収入等により、必要となる書類が異なりますので、子育て支援課までお問合せ
ください。

申請受付期間（窓口）
５月２４日（月）〜令和４年２月２８日（月）まで
〇申請受付は土・日・祝日・年末年始を除く、午前９時〜午後５時
〇郵送申請は、令和４年２月２８日（月）まで（当日消印有効）
※窓口が混雑し、お待ちいただく場合がありますので時間に余裕をもってお越しください。

【お問合せ】子育て支援課 子育て支援グループ ☎６３−１１１１ 内線３８６・３８８

会食はポイントをおさえて

出典：内閣官房
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新型コロナウイルス感染防止対策
モデル紹介【飲食店】
モデル紹介
【飲食店】
市内の事業者における、感染防止対策をご紹介します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドライン（茨城県）に
基づき、適切な対策を講じたうえで、営業を行いましょう。

モデル①

〜飲食店〜

入口に「いばらきアマビエちゃん」宣誓書掲示

仕切り版に、「いばらきアマビエちゃん」と
「COCOA」のQRコード設置

モデル②

〜喫茶・宿泊〜

入口に「いばらきアマビエちゃん宣誓書」と

入口に検温器設置

アルコール消毒液設置
協力していただいた事業者の皆様、ありがとうございました。

広報いたこ 2021年 5月号Vol.242
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年に１度は健康診断 〜元気な今こそ受診を！〜
新型コロナウイルス感染症対策のため健診はすべて完全予約制です
対 象 者
○１９歳から３９歳の方（全員）
○４０歳から７４歳の方で、国民健康保険に加入されている方
○後期高齢者医療保険に加入されている方
〇社会保険等の被扶養者で、社会保険等から発行の受診券に「集合Ｂ」と記載されている方

予約方法
〇電話予約：予約時間
予約期間

午前９時〜午後５時

健診予約センター

☎０５７０−０７７−１５０

５月１０日（月）〜１４日（金）
５月２８日（金）、２９日（土）、３１日（月）

〇WEB予約：予約時間

２４時間（開始初日は、午前９時スタート）

※WEB予約は､ ５月１０日（月）〜３１日（月）、期間内毎日予約可能
URL：https://www.kenko-link.org/
ＱＲコード

受付時間

日

①午前９時〜

②９時３０分〜

③１０時〜

⑤午後１時３０分〜

⑥２時〜

⑦２時３０分〜

程

会

場

日

程

会

場

６月３０日（水）

中央公民館

７月２０日（火）

中央公民館

７月

１日（木）

中央公民館

７月２５日（日）

潮来保健センター (辻)

７月

２日（金）

延方公民館

７月２６日（月）

中央公民館

７月

４日（日）

中央公民館

７月２７日（火）

大生原公民館

７月

５日（月）

中央公民館

７月２８日（水）

潮来公民館

７月１２日（月）

中央公民館

７月２９日（木）

中央公民館

７月１３日（火）

中央公民館

７月３０日（金）

中央公民館

７月１９日（月）

中央公民館

【お問合せ】市民課

保険年金グループ

かすみ保健福祉センター≪ひまわり≫
9
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第43回水郷潮来シティレガッタ 参加者募集
今年は、東京オリンピック・パラリンピックの年です！
茨城県内で唯一ボート競技が出来る潮来ボートコースでみなさんも一緒に楽しくボートを
漕ぎましょう！！
豪華賞品も用意しております。

たくさんのご参加をお待ちしております！！
日

時

６月２７日（日）午前８時〜 競技開始予定（小雨決行）

会

場

潮来市立ボートセンター「あめんぼ」

参 加 料

１クルー：４，
０００円（小学生・中学生のみのクルーは無料）

参加資格

小学生以上で、楽しくボートを漕ぎたい方ならだれでもＯＫ

※申し込み方法等の詳細は、潮来市教育委員会ホームページをご覧ください。

○水郷潮来シティレガッタに参加される方対象 ボート教室を開催します
６月６日、１３日、２０日の各日曜日にボート教室を開催します。
教室に参加希望のクルーは事前申込みが必要となります。当日に必ず５名が参加できるク
ルーが条件となります。お申込みはＦＡＸ又はメールでお願いします。
教室開催日の各時間帯で５艇まで無料で指導します。
①午前９時〜１０時

②午前９時３０分〜１０時３０分

③午前１０時〜１１時

④午前１０時３０分〜１１時３０分

⑤午前１１時〜正午

⑥午前１１時３０分〜午後０時３０分

※時間は乗艇時間ですので、３０分前には集合してください。
新型コロナウイルス感染症対策のため、健康チェックシート(ボート教室用)の提出が必要と
なります。参加申込書、健康チェックシートは潮来市教育委員会のホームページよりダウン
ロードして使用してください。

※新型コロナウイルス感染拡大を考慮し、大会当日に緊急事態宣言の発令及びまん延防止等重点措
置が適用された地域に在住する方の参加はご辞退願います。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止になる場合があります。
【お問合せ・お申込み】水郷潮来シティレガッタ事務局（中央公民館 生涯学習課内）
☎６６−０６６０

ＦＡＸ６６−４３３９

メール ed-life@city.itako.lg.jp
広報いたこ 2021年 5月号Vol.242
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がはじまります

ご協力をお願いします
令和３年６月1日を基準日に、全国一斉に調査を行います。

調査の対象

全国のすべての事業所及び企業が対象
※事業所とは、物の生産や販売、サービスの提供などの経済活動がひとつの経営主体
のもとで一定の場所を占め、従業者と設備を有し、継続的に行われているものをい
います。

調査の目的

「経済センサス-活動調査」は、同一時点でのすべての産業分野における事
業所・企業の経済活動の状況を、全国的・地域別に明らかにすることを目
的としており、国が行う調査の中でも特に重要かつ大規模な統計調査です。

調査の結果

各種行政施策や学術研究の基礎資料としての利活用だけでなく、経営の参
考資料として、事業者の皆様方にも活用していただいております。

調査票配布

５月２０日（木）から、各事業所に茨城県から任命されている統計調査員
が訪問し、調査票を配布します。また、一部の事業所については、国・都
道府県から直接郵送で調査票が届きます。

調査の回答方法

インターネット回答を推奨します！

調査員が事業所を訪問して調査を行う「調査員による調査」では、イン
ターネットでご回答いただけます。なお、紙の調査票にご記入いただき、
調査員に提出することもできます。
国が郵送にて行う「国、都道府県による調査」では、インターネット又は
郵送でご回答いただけます。

●インターネット回答期日

５月２０日（木）〜 ６月７日（月）まで

●調査票の回答期日 ６月１日（火）〜 随時、調査員が回収に伺います。
【お問合せ】企画調整課
11
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障がいをお持ちの方、難病患者の方への各種手当のお知らせ
制

度

特別児童扶養手当

特別障害者手当

身体・知的・精神に一定の障がいがある20歳
未満の児童を養育している父母、又は父母に
代わって養育している方

身体又は精神に著しく重度の障がいがあるた
め、日常生活で常時特別の介護を必要とする
状態にある20歳以上の方

身体障害者手帳 １級〜３級程度
（内部疾患は例外あり）
対

象

療育手帳の判定

Ⓐ、Ａ、Ｂ程度

精神障害者福祉手帳

１級〜２級程度

以下の場合は対象外
※障がいが事由の公的年金給付を受けられる
場合
※児童福祉施設等に入所している場合等

以下の場合は対象外
※障害者施設、特別養護老人ホームなどに入
所している場合
※病院に継続して３ヶ月以上入院している場合等

支給額
(月額)

１級 ５２，５００円
２級 ３４，９７０円
※所得制限有

２７，３５０円
※所得制限有

支給月
(原則)

４月・８月・１１月

２月・５月・８月・１１月

制

対

度

象

在宅心身障害児福祉手当

障害児福祉手当

難病患者福祉見舞金

20歳未満の身体又は知的障が
い等にある児童を監護してい
る同居の保護者

身体又は精神に重度の障がい
があるため、日常生活で常時
特別の介護を必要とする状態
にある20歳未満の方

市内在住で、以下の受給者証
の交付を受けており、現に治
療を受けている方又はその保
護者

以下の場合は対象外
※児童福祉施設等に入所して
いる場合等
※障害児福祉手当を受給して
いる場合

以下の場合は対象外
※障がいが事由の公的年金給
付を受けられる場合
※児童福祉施設等に入所して
いる場合等

対象の受給者証
・指定難病特定医療費受給者証
・一般特定疾患医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
・先天性血液凝固因子障害等医療
受給者証

支給額
(月額)

3,000円

支給月
(原則)

４月・８月・１２月

【お問合せ】 社会福祉課

14,880円

2,000円

※所得制限有

２月・５月・８月・１１月

障害福祉グループ

☎６３−１１１１

９月・３月

内線３９３・３９４
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第37回 潮来市長杯スポーツ少年団球技大会が開催されました
第37回潮来市長杯スポーツ少年団球技大会が、令和2年
12月から令和3年3月にかけて、軟式野球の部・サッカーの
部・ミニバスケットボールの部の3種目が開催されました。
コロナ禍での開催となった今大会は、感染症対策を充分
に実施しながらとなりましたが、選手たちは全力でプレー
し熱い戦いが繰り広げられました。
入賞したチームの皆様、大変おめでとうございました！
運営にご協力いただいた市内の各チームの皆様、ありがと
うございました。

ミニバスケットボール 男子の部
優勝 潮来ＭＢＣダンクスポーツ少年団

【大会結果】
種

結

目

軟式野球の部
（会場：前川運動公園
かすみの郷公園）

準優勝

第３位

第３位

龍ヶ崎Ｂ・Ｇ・Ｙ

水戸レイズ

（龍ヶ崎市）

（水戸市）

潮来イーグルス
（潮来市）

水戸ジュニア
マリーンズ
（水戸市）

ＦＣ麻生

延方ＳＳ
（潮来市）

サッカーの部
（会場：前川運動公園
かすみの郷公園）

（行方市）

潮来ＳＳＳ
（潮来市）

ミニバスケットボールの部
【女子の部】

植松ミニバスケッ

息栖ミニバスケッ

（会場：中央公民館体育室
日の出小学校体育館）

トボールスポーツ

トボールスポーツ

少年団（神栖市）

ミニバスケットボールの部 潮来ＭＢＣダン
クスポーツ少年
【男子の部】
（会場：牛堀小学校体育館）

果

優勝

延方
ミニバスケット
少年団（神栖市）
（潮来市）
息栖ミニバスケッ

ミニバスケット

トボールスポーツ

（鉾田市）

少年団（神栖市）

潮来イーグルス

サッカーの部 準優勝

（行方市）

青柳ＥＦＣス
ポーツ少年団
（鉾田市）

【お問合せ】
中央公民館内
生涯学習課

旭東小男子

団（潮来市）

軟式野球の部 第３位

玉造ＦＣ

敢闘賞

潮来ＳＳＳ

☎６６−０６６０

ミニバスケットボール 女子の部
第３位 延方ミニバスケット

サッカーの部 第３位

延方ＳＳ
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休日診療・各種相談のお知らせ
消費生活相談

休日当番医（６月）
６月 ６日（日） 延方クリニック

☎６６−１８７３

６月１３日（日） 飯

島

内

科

☎６６−０２８０

６月２０日（日） 石

毛

医

院

☎６２−２５２３

６月２７日（日） 久

保

医

院

☎６４−６１１６

月〜金曜日
潮来市消費生活センター
午前9時30分〜正午
（シルバー人材センター内）
午後1時〜4時30分
お問合せ 潮来市消費生活センター ☎62−2138
人権相談（６月）
６月１日（火）
午前10時〜正午
午後１時〜午後３時

夜間初期救急センター
新型コロナウイルス対応の診療体制を図るため、
現在、休診しています。

お問合せ

津知公民館
市民課

☎63−1111

男女共同参画総合電話相談（６月）
夜間小児救急診療所

人権問題（性差別）やパートナー間のＤＶ等の問題
などご相談ください。

鹿嶋市教育センター内
（鹿嶋市宮中1998−2）
☎0299−82−3817

毎日
午後８時〜11時

６月10日
（木）・24日（木）
午後１時〜５時
教

子ども救急電話相談
☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯8000）

24時間365日

おとな救急電話相談

家庭児童相談室
月〜金曜日
午前８時30分〜正午
午後１時〜５時15分

相

不登校や登校しぶり等で悩んでいる小中学生、又は
その保護者の方、ご相談ください。
月〜金曜日
（火曜日除く） 潮来市教育支援センター
午前９時〜午後４時
（のびのびルーム）
※電話又は来所での相談可 潮来市堀之内1664番地

６月２日（水）午前10時〜午後３時

津知公民館

６月23日（水）午前10時〜午後３時

潮来市立図書館

お問合せ
潮来市家庭児童相談室

鹿行地区就職支援センター
☎0291−34−2061

防災無線テレホンサービス
☎６２−４６８８

悩まずにまず相談を！各種無料相談（６月・７月）

日
■会広 告

福祉心配ごと相談

６月16日（水） ６月２日（水）
時
午後1時〜4時
午後1時〜4時

７月29日
（木）
①午前10時〜
②午前10時30分〜

潮来市社会福祉協議会

かすみ保健福祉センター

お問合せ

潮来市社会福祉協議会
☎63−1296

かすみ保健福祉センター
☎64−5240

容

広 報いたこ

事前にお電話にて予約状況を確認の 事前にお電話にてご予約の
うえお越しください。
うえお越しください。
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潮来市公式LINE
ID検索の場合はこちら
@itako082236

こころの健康相談

場

内
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法律相談

☎64−2145

いばらき就職支援センター 出張相談（６月）

お問合せ 潮来市家庭児童相談室 ☎62−2178

相 談 名

談

お問合せ 潮来市教育支援センター

☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯7119）

24時間365日

育

☎62−2727

広報いたこがアプリで読める
多言語対応アプリ
カタログポケット

Google Play

App Store

ひばりくん
防犯メール
add@mail1.police.pref.
ibaraki.jp

くらしと情報

行行 政政 情情 報報
潮来市公営墓 地 の 使 用 者 を 募 集 し ま す
︻場
所︼ほりのうち霊園
︻墓地区画の内容︼
５㎡

区画面積
１区画

１区画

区画数
更地

更地

仕様

別

規格墓地第１種
３㎡

種
規格墓地第２種
用︼
年間管理料

︻費
永代使用料
５︐２３０円

別
万円
３︐１４０円

種
第１種
万円

第

種

目

定員

回 茨城県障害者技能競技大会
参 加 者 募 集

技

４人

人

ビルクリーニング

人

人

人

人

縫製︵知的障がい者に限る︶

オフィスアシスタント

パソコンデータ入力
︵知的障がい者に限る︶

喫茶サービス

人

11

木工︵知的障がい者に限る︶

ワード・プロセッサ

電子機器組立

競

︻大会期日︼７月 日︵土︶︑ 日︵日︶
午前９時〜午後４時まで
︻大会会場︼茨城県職業人材育成センター
︵水戸市水府町８６４ ︱ ４︶

１
２
３
４
５
６
７
８

10

６月１日は
﹁人権擁護委員の日﹂です
人権擁護委員は︑人権に関する相談の受付や︑
啓発活動を行っています︒
︻各種相談窓口︼
①みんなの人権１１０番
☎０５７０ ︱ ００３ ︱ １１０
②子どもの人権１１０番
☎０１２０ ︱ ００７ ︱ １１０
③女性の人権ホットライン
☎０５７０ ︱ ０７０ ︱ ８１０
④インターネット人権相談
https://www.jinken.go.jp/
︻相談時間︼
①〜③ 午前８時 分〜午後５時 分
︵平日のみ︶
④
時間受付
市民課 市民グループ
☎６３ ︱ １１１１ 内線１１３
15

いばらき若者サポートステーション
就労相談のお知らせ

27 10 10 27 20

人

20

10

︱４ ︱７

第５プリンスビル５階

☎０２９ ︱ ３００ ︱ １２１５

水戸市城南１

15

30

49

50

︻出場資格︼次のすべてを満たす方
①身体障害者手帳︑療育手帳︑精神障害者保健
福祉手帳をお持ちの方
②茨城県に在住・在勤・在学している満 歳以
上の方︵令和３年４月１日現在︶
③競技時間に十分耐えられ︑かつ支障をきたさ
ない健康状態の方
④申込み時︑同意書に署名し提出した方
︻申込受付︼
参加希望の方は︑５月 日︵金︶までに申込
書・同意書を持参又は郵送してください︒
︻参 加 費︼無料︵昼食等は自己負担︶
問・申 高齢・障害・求職者雇用支援機構
茨城支部 高齢・障害者業務課

28

24

様々な理由で仕事に就くことが困難な若者のた
めに就労相談を実施しています︒
﹁働きたいのに働けない﹂
﹁誰に相談したらいいの
かわからない﹂﹁就職活動のやり方を教えてほしい﹂
など︑就職に悩む方へのご相談にキャリアコンサ
ルタントが応じています︒相談は個別に行い︑一
人ひとりのお話を丁寧にお聞きいたします︒相談
は無料ですので︑お気軽にご相談ください︒
※電話で事前に予約をお願いします︒
︻期
日︼毎月第２・第４火曜日
︵祝祭日を除く︶
︻会
場︼鹿嶋市商工会館 研修室
︵鹿嶋市宮中２ ︱ １ ︱ ３４︶
︻対
象︼ 歳〜 歳の未就労者及びその家族
問・申 いばらき若者サポートステーション
☎０１２０ ︱ ７１７ ︱ ５５７
15

第２種

10

18 50

︻申込資格︼次のすべてを満たす方
①潮来市に住民登録がある方
②市営墓地をお持ちでない方
③申込者本人以外に墓地の承継者︵ ２親等内の
親族︶がいること
︻申込方法︼
所定の申請書に必要事項を記入し︑添付書類と
併せて環境課に提出︵郵送の場合は期間内必着︶
※申請書は環境課にあります︒
申込者が募集予定区画数を超えた場合は︑抽
選︵６月 日予定︶で決定いたします︒
︻必要な物︼
・墓地使用許可申請書
・墓地承継承諾書
・ 申込者と承継 承 諾 者 の 続 柄 が 証 明 で き る 戸 籍 証 明
・申込者本人の住民票︵本籍記載︶
・承継承諾者の住民票
︻申込期間︼６月１日︵火︶〜 日︵木︶
環境課 環境グループ
☎６３ ︱ １１１１ 内線２５１〜２５３
24

16
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行政相談委員に委嘱されました

令和３年度

鹿行手話奉仕員養成講座

手話によるコミュニケーションの技術及び聴覚障害の関連知識を習得し︑手
話活動を行う手話奉仕員を養成します︒
︻期
日︼６月５日︵土︶〜３月 日︵土︶
毎週土曜日 全 回 午前 時〜正午
※状況により︑開講が延期になる場合があります︒
︻講 座 名︼手話奉仕員養成講座
︻内
容︼①手話技術︵表現・読み取り・会話︶
②関連知識︵聴覚障がい者の生活・教育・社会活動等の基礎知識︶
③体験学習︵聴覚障がい者団体が行うレクリエーション等に参加︶
︻対
象︼鹿行地域在住で︑手話学習を希望する初心者の方︵高校生以上︶
︻会
場︼中央公民館
︻料
金︼受講料 無料
テキスト代 ３︐３００円
受講当日に集めます︒釣銭のないようお願いします︒
︻申込方法︼事前申込みは不要です︒ 受講時にお申込みください︒
社会福祉課 障害福祉グループ
☎６３ ︱ １１１１ 内線３９２

10

珪藻土商品を集積所に出さないでください

26

令和３年４月１日︑行政相談委員として︑次の方が総務大臣から委嘱さ
れました︒

久保木 裕 委員
︵再任 潮来地区担当︶

小沼 幸夫 委員

７月 日︵水︶午後１時〜３時
月 日︵水︶午後１時〜３時
令和４年２月 日︵水︶午後１時〜３時
牛堀地区 牛堀公民館 １階相談室

場︼潮来地区 津知公民館 ２階第２学習室

16

39

令和２年 月︑石綿
︵アスベスト︶
が含まれている可能性のある製品が︑株式
会社カインズや株式会社ニトリホールディングスなどで販売され︑各社が自主
回収すると報道がありました︒
各社で販売された珪藻土のバスマットやコースターなど︑対象商品は販売者
が回収しますので︑ごみとして廃棄しないようお願いします︒また︑販売者指
定の方法以外で返送しないようお願いします︒
○対象商品の回収方法について
メーカー・販売店等による回収が行われている製品について︑対象商品につ
いては︑市で処分は行いません︒各社のホームページで確認する
か︑各社相談窓口に直接お問合せください︒
お問合せ先は︑下のＱＲコード又は潮来市ホームページから確認
できます︒
○対象商品以外の処分について
対象商品以外であっても︑収集時には区別がつかないため︑集積所には出さ
ないでください︒潮来市クリーンセンターへ直接搬入のみとさせていただきま
すのでよろしくお願いします︒その際︑窓口や係員に﹁珪藻土商品を処分した
い﹂と必ずお伝えください︒
環境課 環境グループ ☎６３ ︱ １１１１ 内線２５１〜２５３
12

︵新任 牛堀地区担当︶

行政相談委員は︑
﹁めざそう 住みよい まちづくり﹂をスローガンに︑市
民の皆さんの身近な相談相手として︑行政に関する相談などを受け付け︑
その解決のための活動をしています︒
市では︑定例相談日を設けています︒毎日の暮らしの中で︑困っている
こ と︑ 悩 ん で い る こ と が あ り ま し た ら︑ お 気 軽 に ご 相 談 く だ さ い︒ 相 談
は︑無料・秘密厳守です︒
19

︻相 談 日︼令和３年５月 日︵水︶午後１時〜３時

︻会

20 21

︻お問合せ︼秘書課 秘書グループ ☎６３ ︱ １１１１ 内線２０５
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ニ ュ ー ス・ お 知 ら せ

４月１３日（火）市長室

総務大臣より感謝状
長年に渡り、行政相談委員として行政相談制度の発展に
貢献され、令和３年３月３１日に退任された明間 愛子さ
んに、総務大臣より感謝状が贈られました。
４月１３日（火）に原市長を表敬訪問し、６期１２年務
められた行政相談員の活動ついて懇談されました。長い間
お疲れさまでした。

４月６日（火)

延方小学校

延方小学校 対面式
令和３年３月３１日をもって閉校となった大生原小学
校の児童と、転入先である延方小学校の児童との対面式
が行なわれ、延方小の児童たちが作るアーチを旧大生原
小の児童がくぐって登場しました。
その後、延方小の児童より「ようこそ延方小へ」と歓
迎の言葉が贈られ、旧大生原の児童も「よろしくお願い
します」と挨拶をしました。

４月１８日（日）中央公民館

４月１４日（水) 行方警察署

体育功労者賞 受賞

ニセ電話詐欺被害 未然防止
行方警察署長より感謝状

長年に渡り茨城県のスポーツ振興に貢献された方など
に贈られる「茨城県体育協会 体育功労者賞」に、嶋田
稔男さんが受賞され、４月１８日（日）に受賞の報告が
行われました。嶋田さんは、茨城県ボート協会理事長と
して１６年間ボート競技の普及と強化に努め、令和元年
に開催された茨城国体のボート競技でも競漕副委員長と
して、運営全般にわたり尽力されました。現在も様々な
ボート競技の大会運営等に取り組まれています。おめで
とうございます。

ニセ電話詐欺を未然に防止したとして、
「常陽銀行潮来
支店」と行員の「渡邉芳久副支店長と長島 美智代さん」
に行方警察署長より感謝状が贈られました。
４月７日に６０代女性が同支店で高額の振り込みをしよ
うとしているのを不審に思い、詐欺の可能性があることを
説明し、警察に通報して被害を未然に防止されました。

広報いたこ 2021年 5月号Vol.242
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city news flash

４月１０日（土) 徳島地内

一番星 田植え開始
潮来市徳島の水田で、極 早生品種「一番星」の田植え

市長室

潮来市社会福祉協議会より
小物を入れる布袋 寄贈

が始まりました。平成２５年に生産が始まり、潮来市で

潮来市社会福祉協議会より、市内小学校に入学した新

は農家３３軒で作る「大規模稲作研究会」が作付けしま

１年生に、給食で使用するはし箱や歯磨きセットなどを

す。順調にいくと８月初旬に収穫できる成熟の早さと、

入れる布袋約２００個を寄贈いただきました。袋は市の

もちもちとした食感が特徴です。お盆前の出荷を目指す

ボランティアサークル「華の会」や「ボタンの会」のメ

「一番星」
、今後の成長が楽しみです。

ンバーなどが集まり、一つ一つ手作業で作られています。

４月２０日（火）市長室

４月１６日（金）市長室

㈲榊原商店より お米等寄贈

株木建設（株）より
日の出コミュニティ広場 寄付

有限会社榊原商店より、
「コロナ禍で困っている人の役
にたてば」と、お米６０ｋｇと善意の寄付１０万円を、
潮来市社会福祉協議会に寄贈・寄付いただきました。地
域福祉の向上のために使用させていただきます。

19

４月１日（木)

広 報いたこ
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株木建設株式会社が所有する、日の出３丁目にある「日
の出コミュニティ広場」について、持ち分の２分の１（約
６，３９６㎡）を寄付していただきました。４月１６日
（金）
、感謝状贈呈式が行われ、出席された株木建設㈱の
株木 貴史相談役に、原市長より感謝状が贈られました。
有効に活用させていただきます。

ニ ュ ー ス・ お 知 ら せ

泥棒から自宅を守ろう!
令和2年中における住宅等に侵入して金品を盗む「侵入窃盗」は、2,273件と前年より482件（17.5％）減
少となったものの、
「住宅侵入窃盗」の認知件数は、全国と比較すると高い水準で推移しており、県民の身近で発
生する犯罪が依然として多く発生している状況にあります。

★防犯ポイント★
＜窓ガラス、出入口の確実な施錠＞
被害の半数が無施錠の場所から室内に侵入されていますので、不在、就寝時はもちろん在宅時で
も確実に施錠しましょう。トイレや浴室等の小窓にも忘れずに施錠しましょう。
＜鍵を敷地内に置いたまま外出しない＞
植木鉢の下や郵便受けに鍵を置いたままの外出は絶対にやめましょう。
＜センサーライト、防犯カメラの設置＞
夜間、人通りを感知して点灯するセンサーライトや防犯カメラは、泥棒を威嚇する効果があり、
さらに防犯カメラは被害時の状況も記録することができます。

＜不審者を見かけたら110番通報＞
＜「地域の目」で街を守る＞
【お問合せ】行方警察署

生活安全課

☎７２−０１１０

潮来市消費生活センターからのお知らせ

宅配便業者を装ったSMS URLにアクセスしないで
【事

例】

スマホの通信費が前月より2万円ほど高かったので、携帯電話
会社に確認したところ、自分のスマホから海外にSMSを送信し
ていたと判明した。数ヶ月前に「荷物を預かっている」という
SMSが届き、URLをタップした。そのときに不審なアプリをダ
ウンロードしてしまったのかもしれない。 （70歳代 女性）

【解

説】

宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMS（ショートメッセージサービス）に、偽サイトに誘導する
ためのURLが記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きて
います。
SMSで不在通知が届いても、記載されているURLにアクセスしてはいけません。電話窓口や公式ホームペー
ジ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。
URLにアクセスしてしまった場合は、不審なアプリがインストールされていないか確認しましょう。また、
IDやパスワード、暗証番号等の個人情報を入力してはいけません。
困ったときやトラブルにあってしまった場合は、一人で悩まず、すぐに潮来市消費生活センターにご相談く
ださい。
【お問合せ】潮来市消費生活センター ☎６２−２１３８
（月〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分 ※土・日・祝日・年末年始を除く）
広報いたこ 2021年 5月号Vol.242
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city news flash

上 に 短 い １ 年 で し た︒ そ れ
でも︑こどもたちと過ごした
日々は私にとってかけがえの
ないものでした︒最近よく思
うのが︑こどもたちにテニス
の楽しさを教えるつもりが︑
逆にこどもたちから教えられ
ているということ︒
﹁こども
たちから学ぶとはこのこと
かっ！﹂と痛感しているとこ
ろです︒
４月から中学生という新し
いスタートを切ったこどもた
ち︒慣れない環境に不安や戸
惑いを抱いているかもしれま
せん︒また︑新型コロナウイ
ルスの影響により︑思うよう
にいかないこともあるかも
しれません︒それでも︑目標
や夢に向かって挑戦・チャレ
ンジし続けてほしいと思いま
す︒スポ少でこれまで頑張っ
てきたこどもたちならそれが
できると確信しています︒こ
どもたちのこれからの活躍を
願うとともに成長した姿でま
た会える日を楽しみにしてい
ます︒

潮来市の誇れる自然

田んぼで羽を休めるシギ・チドリ

第

回

2021年 5月号Vol.242
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リポーター

皆さんこんにちは
回目の協力隊通信です︒
今回は︑コーチとして活動し
ている潮来ソフトテニスス
ポーツ少年団︵以下スポ少︶
で行われた卒団式についての
話題をお届けします︒
あいにくの天気のため︑卒
団式と同時に行うはずだった
﹁親子テニス大会﹂から﹁親
子紙飛行機大会﹂に変更︒そ
れでも全員が楽しそうに過ご
していたのが印象的でした︒
その後︑卒団式も行われ︑無
事６年生を見送ることができ
ました︒途中︑卒団生一人ひ
と り か ら の 挨 拶 で︑ 思 わ ず
ウルっときたのはここだけの
話︒そして︑卒団式後︑雨の
上がったコートで６年生と最
後にテニスをすることもでき
ました︒
私にとっては３回目の卒団
式︒一緒に過ごす時間が長く
な る ほ ど︑ こ ど も た ち へ の
思い入れも強くなり︑寂しさ
も増しています︒昨年度は︑
新型コロナウイルスにより︑
活動休止期間もあり︑例年以

静かなゴールデンウイークでしたが︑潮来
市内では田植えが無事終わったようです︒水
を湛えた田んぼで︑イネがすくすくと育って
います︒突如として現れるこの人工湿地帯で
は︑旅鳥のシギ・チドリが︑越冬地のオース
トラリア〜東南アジアなどから繁殖地のシベ
リア方面などへ向かう途中で羽を休めつつ︑
ほっと一息をついています︒
北浦湖畔の水原の田んぼでは︑チドリの仲
間のムナグロ︵漢字名で胸黒︶が 羽ほどで
群れています︒顔から胸を過ぎて腹まで黒色
部が目立ち︑背側は黄金色です︒内陸性湿地
で多い種で︑立ち姿がシュッとしています︒
シギの仲間のキョウジョシギ︵京女鷸︶は︑
赤みがかった茶色や黒のまだら模様が特徴︒
和名は京都の女性の着物すがたに由来し︑英
名の Turnstone
は小石をひっくり返しながら
エサを採る習性にちなむもの︒この採餌行動
は田んぼの畦でも見られます︒本種のほか︑
やや反り上がった長いくちばしのオオソリハ
シシギ︵大反嘴鷸︶は︑海の近くで見かける
種ですが︑水郷地帯も通過していきます︒昨
年は︑とても長い足と細長いくちばしが特徴
のセイタカシギ︵背高鷸︶も見られました︒
田んぼの水深がやや深いところでも︑この足
で 難 な く 歩 き な が ら︑ エ サ を 食 べ て い ま し
た︒
田んぼで羽を休めて栄養補給もしたシギ・
チ ド リ は︑ ５ 月 半 ば に は 忽 然 と 姿 を 消 し ま
す︒遠方の繁殖地へ向かうためです︒長旅で
は悪天候や捕食者の襲来などの幾多の困難が
予想されます︒それらを無事乗り越えて︑夏
場を繁殖地で過ごし︑秋の渡りシーズンに市
内の田んぼに彼らが幼鳥とともに飛来するの
を待つとしましょう︒
茨 城 大 学 地 球・ 地 域 環 境 共 創 機 構 水 圏 環 境
フィールドステーション
加納 光樹

50

63

ムナグロ
2020年4月30日 水原

キョウジョシギ
2020年4月30日 水原

オオソリハシシギ
2021年4月24日 水原

セイタカシギ
2020年4月30日 水原

森山健吾 隊員

地域おこし協力隊通信
地域おこし協力隊
通信
第24回
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!!

くらしと情報

今月の本棚︵

﹁ときめく石﹂

月︶

石といえば何が思い浮かびます

か？宝石︑隕石︑庭石⁝石といっ

ても様々な種類がありますね︒自

月︶

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

分だけのときめく石を見つけてみ

ませんか？

児童特集︵

﹁雨の日を楽しもう！

︵雨・カエルのお話︶
﹂

６月は梅雨の季節ですね︒雨が

続いて外で遊べない！とマイナス

に感じている人がいるかもしれま

せんが︑カエルにとってはとても

うれしい季節です︒雨がふったら

カエルがよろこんでうたっている

と想像すると楽しくなりますよ︒

かわいいカエルのお話を集めまし

た！

6

6

ようこそ
図書館へ
図書館だより

イベントのお知らせ

６月３日（木）午前１１時３０分〜正午

「ふしぎなコースター」を作ろう

０〜３歳児のおはなし会（子育て広場／旧うしぼり幼稚園）
図書館おはなしボランティア

内

０〜３歳児のおはなし会（子育て広場／中央公民館）
図書館スタッフ

容：これからの季節にぴったりの、コップのしずく
がたれないふしぎなコースターを作ります。
父の日のプレゼントにもぴったりですよ！
日 時：６月１９日（土）
①午前１０時３０分〜１１時
②午後２時〜２時３０分
③午後３時３０分〜４時
募 集：各回 定員８人／先着順
参加対象：幼児〜大人（小学３年生までは保護者同伴）
参加費：２００円

６月１２日（土）午後２時〜２時３０分

「就職支援センター出張相談」

「かさ」のおはなし
図書館おはなしボランティア

内

６月６日（日）午後２時〜２時３０分
「ドーナツ」のおはなし
図書館スタッフ
６月１１日（金）午前１１時３０分〜正午

６月２６日（土）午後２時〜２時３０分
「雨」のおはなし
図書館おはなしボランティア

６月の図書館カレンダー
館内整理日：６月１６日（水）
■お問合せ■
潮来市立図書館

☎ 80−3311

FAX 64−5880

水郷まちかどギャラリー展示案内
期

間

催し物名

展示内容

薫風展

盆栽・山野草

最終日は
15時まで

小堀進 水彩画展

絵画

期間中は
休館日なし
（月曜日も開館）

〜

5/15㈯
5/16㈰

〜

5/21㈮
6/20㈰

備

考

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)
【お問合せ】水郷まちかどギャラリー
潮来市潮来182 3 ☎ 63 3113

容：鹿行地区就職支援センターによる出張相談会を
図書館で実施しています。
利用できるサービスメニューは、求人情報閲
覧、職業紹介、職業適性診断、応募書類の書
き方、ビジネスマナー、内職相談等です。
お気軽にご利用ください。
日 時：６月２３日（水） 午前１０時〜午後３時
※毎月第４水曜日に実施
参加費：無料
申 込：予約受付。予約無しの場合は、時間帯によって
はお待ちいただく場合があります。
お問合せ／予約申込み先：
鹿行地区就職支援センター（ジョブカフェろっこう）
鉾田市鉾田１３６７−３ 鉾田合同庁舎内
☎０２９１−３４−２０６１

「親子で楽しむリトミック講座開催」
内

容：ピアノ演奏や歌に合わせて、親子で一緒に体を
動かすリトミック講座を開催します。
親子で一緒に音を感じましょう！
！
日 時：６月２３日（水） 午前１０時３０分〜１１時１５分
※毎月第４水曜日に開催！
！
募 集：定員１０組（乳幼児と保護者）／先着順
参加費：無料
講 師：大川 裕貴（オオカワ ユウキ）
（NPO日本こども教育センター認定リトミック講師）
山邉 咲衣（ヤマベ サエ）
（リトミックアシスタント／ヴォイストレーナー）

広報いたこ 2021年 5月号Vol.242
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宝くじ助成金で
山車の彫刻の一部を復元しました
上壹丁目区の山車は、文政３年（１８２０年）に香取市佐原の本河岸区で作
成されたものを明治１５年に譲り受けたものです。山車本体は昭和６０年に新
造されましたが、彫刻は製作当初からのものを大切
に保存しており、平成５年には茨城県指定有形民俗
文化財に指定された区民の誇れる財産です。
この度、コミュニティ助成事業を活用し、彫刻の一
部が復元されました。山車彫刻制作２００周年のこ
の時期に胴羽目彫刻を復元することで、地域住民の
さらなる結束を深め、さらには、人口減少や若年層
の流出に歯止めがかかることを期待しています。
【お問合せ】総務課

日

6
Sunday

総務グループ

JUNE

☎６３−１１１１

復元された胴羽目彫刻

内線２３１〜２３４

2021

実施
場所

CALENDAR
月

Monday

火

Tuesday

1

水 Wednesday

木

2

3

（市）…潮来市役所 （中公）…中央公民館
（津公）…津知公民館 （う幼）…旧うしぼり幼稚園
（社協）…潮来市社会福祉協議会
（か）…かすみ保健福祉センター《ひまわり》

Thursday

女性のがん検診
女性のがん検診
女性のがん検診
（中公）
（中公）
ご自身の健康のため、ぜひ受診しましょう。 （中公）
人権相談（津公）
福祉心配ごと相談
子育て広場（う幼）
子育て広場（う幼） （社協）

7

女性のがん検診
（中公）

13

女性のがん検診
（中公）

女性のがん検診
（中公）

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

14

15

休日窓口開庁
8:30〜12:00（市）

20

8

女性のがん検診
（中公）

9
女性のがん検診
（中公）

16
４ヶ月児育児相談
(2021.1月生まれ)(か)

Friday

4

◎女性のがん検診

6

金

10

土

Saturday

5

３歳児健診（か）

子育て広場（中公）

11

12

女性のがん検診
（中公）
子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

17

18

１歳６ヶ月児健診
（か）

19

7ヶ月児育児相談
(2020.10月生まれ)(か)

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

法律相談（社協）

子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

21

22

23

24

25

子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

26

1歳児育児相談
(2020.6月生まれ)(か)

27

子育て広場（う幼）

ｯｸｽﾀｰﾄ（絵本 ﾚ ﾝﾄ）
（か）
子育て広場（う幼）

28

29

休日窓口開庁
8:30〜12:00（市）

30
集団健診（中公）

子育て広場（う幼）

■第70回 水郷潮来あやめまつり 5/21
（金）〜6月20（日）
■今月の納税▶市県民税の第1期分（6月30日納期日）
▶介護保険料の第2期分（6月30日納期日）
広 報いたこ

普段の食生活を振り返ってみましょう。
※6月4日〜 6月10日は「歯と口の健康週間」です。

子育て広場（う幼）

23

※6月は「食育月間」です。

2021年 5月号Vol.242

歯磨きをしっかりしてきれいな歯を保ちましょう。

市税の納付は口座振替が確実で便利です
※妊婦の方もご気軽に子育て広場をご利用ください。
※休日当番医は15ページをご覧ください。

潮来市市制施行
２０周年記念事業

Vol.242

令和3年5月13日発行

潮来市市長公室

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のた
め、園内のイベント
は中止となりました

s
s
hasshin
sp/
４月 1 日現在 （ ）内は前月比

27,481 人（−86）

13,705 人 （−37）
13,776 人 （−49）
11,472 世帯 （＋ 7）

※空メールを送信して
登録してください。
※携帯電話の場合
別途通信料が発生します。

