大きくなぁ〜れ♪
５月３１日（月）いも苗植え体験

特

集

第70回水郷潮来あやめまつり大会が終了しました
今年で70回を迎えた水郷潮来あやめまつり大会。5月21日（金）から6月20日（日）までの31日間、一部の
イベントを中止とし、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じたうえで開催しました。期間中においては、園
内に咲き誇る花菖蒲を多くの皆様にお楽しみいただくことができ、6月20日（日）をもって、無事終了いたしま
した。関係団体の皆様並びに市民の皆様には、多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。

開

会

式

第70回水郷潮来あやめまつり大会の開会式については、5
月21日（金）津軽河岸あと広場 石の蔵において規模縮小し
た形で開催されました。
（雨天のため）
あやめまつり期間中は、園内において、あやめ娘による「お
もてなし」などを行いました。

コロナ対策
入場ゲート（メインゲート、西ゲート、東ゲート）を設け、来園者の把握、検温、マスク着用、手指の消毒、
リストバンドの配布、いばらきアマビエちゃん登録のお願いなどを行い、感染症対策を行いました。

▲メインゲートの様子

リストバンド配布 ▶

▲感染症予防呼びかけ看板と誘導柵
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feature article
園内の様子
期間中、あやめ園には、家族連れの方々が多く訪れ、美しく咲き誇る花菖蒲を背景に写真撮影を楽しんでいました。

▲満開に咲き誇る花菖蒲

▲スケッチ上手に描けたかな？

▲花菖蒲を背景に記念撮影

▲オリジナルピンズ！
ガチャガチャ

▲あやめまつり応援協力金

夜のライトアップ
日中とは違う幻想的な宵の魅力を楽しむライトアップが行わ
れました。
今年は、8月末まで、あやめ園内がライトアップされ、水郷の
夜を楽しむことができます。
夜のライトアップ ▶
◀期間中における園内の開花状況は
こちらでご覧ください。
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▲花がら摘み

▲芸座舟による潮来囃子の演奏♪

くらしと情報

令和４年４月１日採用 潮来市職員採用試験のお知らせ
【試験区分・採用予定人員・受験資格】
試験区分

採用予定人員

一般事務Ａ
（大学卒等）
10名程度

一般事務Ｂ
（短大・高校
卒等）

受験資格
昭和61年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方で、学校教育法に
よる大学（短期大学を除く）以上を卒業した方、又は令和4年3月31日までに
卒業見込みの方
平成3年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で、学校教育法によ
る高等学校又は短期大学を卒業した方、又は令和4年3月31日までに卒業見込
みの方

保育教諭Ｃ

２名程度

（中途採用・新規採用試験） 昭和46年4月2日以降に生まれた方で、幼稚園
教諭の免許を有する方、又は令和3年度中に同免許を取得見込みの方。採用後
は潮来市立認定こども園（あやめこども園）の幹部候補又は管理職となりま
す。

保健師Ｄ

若 干 名

昭和61年4月2日以降に生まれた方で、保健師資格を有する方、又は令和3
年度中に同資格を取得見込みの方

○上記の受験資格に該当する場合であっても、欠格事項に該当する方は受験できません。

【試験日及び試験会場（全試験区分共通）】
区分

試験日

第１次試験

内

容

9月19日（日） 教養試験、論文試験

試験会場
潮来市立牛堀公民館
（潮来市牛堀719）

第２次試験

10月下旬頃

第１次面接試験、集団討論、適性検査

第１次合格者に通知します。

第３次（最終）試験

11月下旬頃

第２次面接試験

第２次合格者に通知します。

○保育教諭Ｃ、保健師Ｄを受験する方は、上記選考とは異なる場合がありますので、必ず潮来市ホームページで
試験内容をご確認ください。

【受験手続・受付期間】
（１）申込書の請求

潮来市ホームページから試験区分に応じた所定の用紙をダウンロードするか、潮来市総
務課に直接請求してください｡

（２）申込方法
提出先

潮来市総務部総務課

（１）申込書 1部 №1〜№3（受験する試験区分の所定の申込書及び受験票）
提出書類等 （２）長3サイズの定形封筒（※受験票返送用：あて先を明記して404円分の切手を貼ること）
（３）受験料 不要
注意事項

申込書№1〜№3に必要事項を記入し、最近３ヶ月以内に撮影した写真（サイズは縦6cm×横
4.5cm｡ 脱帽、上半身正面向きで、裏面に氏名を記入したもの）を№1、№3の２箇所に貼付
し、総務課に直接持参するか、郵送してください｡

７月２６日(月) 〜８月２７日(金)
受付期間

土日･祝祭日は除きます｡ 申込みは月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までと
し、郵便の場合は8月27日までに到着したものに限り受け付けます｡

【その他】
受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。試験開始時間等については後日連絡いたします。
【お問合せ】総務課

総務グループ

☎６３−１１１１

内線２３１〜２３３
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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
（ひとり親世帯以外）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に対し、その実情を踏まえた
観点から、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。
（対象児
童について、ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く。
）
①児童手当受給者又は特別児童扶養手当受給者（令和３年４月分）に該当し、令和３年度住民税（均等割）
が非課税の方（申請不要）
※①に該当の方は、申請は不要です。随時案内通知を発送します。
児童手当又は特別児童扶養手当を受給している口座に、７月３０日（金）頃振り込みます。
②対象児童（平成１５年４月２日（障がい児の場合平成１３年４月２日）から令和４年２月２８日生まれ）
を養育者であり、次のいずれかに該当する方（申請必要）
〇令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
〇新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３年度分の住民税（均等割）が非課税で
あるものと同様であると認められる方
※この対象児童のほかに中学生以下のお子さんを養育し、児童手当又は特別児童手当を受給している場
合、申請は不要です。該当者には、随時通知を発送します。

②に該当する方の申請方法
申請書に必要事項記入のうえ、申請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、潮来市
ホームページ又は子育て支援課に備えてあります。
※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、詳細はお問合せください。
（令和２年中の収入・所得を未申告の方は申告が必要になります。
）

申請受付期間（窓口）
７月２６日（月）〜令和４年２月２８日（月）午前９時〜午後５時（土日・祝祭日、年末年始を除く）
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。

支 給 額

児童１人当たり一律５万円（１回限り）

申請書類

○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
（ひとり親世帯以外分）
申請書
○申請・請求者の本人確認書類の写し
○申請・請求者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
（戸籍謄本・住民票等）
○受取口座を確認できる書類の写し
○簡易な収入見込額の申立書

【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
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■

潮来市国民健康保険（〜 74歳）加入者の皆様へ

■

「国民健康保険被保険者証」が８月１日から切替になります！

▼

８月１日からの保険証は、世帯主宛に７月下旬までに郵送する予定です。
（保険証の有効期限は、令和３年８月１日〜令和４年７月３１日です）

７０歳〜７４歳の方について

〇「被保険者証」と「高齢受給者証」を
70歳 〜 74歳 の 方 に 対
しては、
「兼高齢受給者
、
「高齢受給者証発効
証」
期日」及び「負担割合」
が表記されます。

一体化し、医療機関の窓口で支払う一
部負担金の割合を記載した「被保険者
証兼高齢受給者証」を郵送します。
〇令和３年８月２日から令和４年７月

※
「負担割合」には以下
いずれかの割合が記載
されます。
・２割
・３割

31日の間に75歳になる方について
は、保険証の有効期限が75歳の誕生

{

▼

日の前日となります。

「国民健康保険」の手続きについて
就職して新しい健康保険証の交付を受けた方は手続きが必要です
社会保険等に加入した方は、国保を喪失する手続きが必要となりますので、国保保険証と新しい健康保険
証の両方を持参し、喪失手続きをしてください。
職場を退職して健康保険を喪失した方は手続きが必要です
社会保険等の職場の健康保険を喪失した方は、国保に加入する手続きが必要となりますので、健康保険資
格喪失証明書（退職された方本人のみの加入の場合は、退職証明書）
、世帯主の方の認印及び運転免許証な
どの身分証明書をご持参のうえ、加入手続きをしてください。
※世帯主の方がお越しになれない場合は、委任状が必要となります。
修学のため転出する学生の方は、手続きが必要です
就学などによる転出後も、引き続き潮来市の国保を使用する場合には、在学証明書、世帯主の方の認印及
び運転免許証などの身分証明書をご持参のうえ、学生保険証の交付手続きをお願いします。
（年度ごとに手
続きが必要です。
）
※世帯主の方がお越しになれない場合は、委任状が必要となります

【お問合せ】市民課 保険年金グループ ☎６３−１１１１ 内線１１１・１２２
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国民健康保険税のお知らせ
○令和３年度国民健康保険税（国保税）軽減判定基準の見直しについて
国保税では、低所得世帯に対する税の負担を軽減するため、世帯主や世帯員の方の所得の合計が一定以下となる
場合、均等割額と平等割額の軽減（７割・５割・２割）を行っています。
今回の税制改正により、国保税の軽減判定所得の算定において、基礎控除額を43万円（これまでは33万円）に引
き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から１を減じた
数に10万円を乗じて得た金額を加えることとなりました。これは、一定の給与所得者等が２人以上いる世帯は、軽
減措置に該当しにくくなることから、税制改正の影響を抑えるための見直しによるものです。
軽減割合

令和２年度（改正前）

令和３年度（改正後）

※１

世帯主

と被保険者数

７割軽減 ３３万円以下

※２

の前年中の総所得金額等の合計額

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数※３−１）以下

５割軽減

３３万円＋
（２８.５万円×被保険者数※２） ４３万円＋２８.５万円×
（被保険者数※２）＋１０万円×
以下
（給与所得者等の数※３−１）以下

２割軽減

３３万円＋（５２万円×被保険者数※２） ４３万円＋５２万円×（被保険者数※２）＋１０万円×
以下
（給与所得者等の数※３−１）以下

※１
※２
※３

国保の被保険者ではない世帯主（擬制世帯主）の所得も軽減判定所得に含みます。
同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者に移行した方を含みます。
一定の給与所得者（給与収入55万円超）と公的年金等の支給（60万円超（65歳未満）又は110万円超
（65歳以上））を受ける方です。

なお、基準額を下回っていても所得が未申告の場合には軽減されませんので、必ず申告してください。
（税法上の被扶養者で収入がない方を除く）

○国保税の納税通知書を送付します
７月中旬頃に令和３年度国保税の納税通知書を送付します。必ず開封し、国保加入者・納税額・納付方法などの
確認をお願いします。年金天引き（特別徴収）でも、年度の途中で７５歳になる方は年金天引きが中止となり、普
通徴収に切り替わる場合がありますのでご注意ください。

○国保税の期限内の納付をお願いします
普通徴収（納付書による納付）の場合、納期限は７月〜翌３月までの月末です。※
国民健康保険は、安心して医療を受けられるよう健康を守ってくれる大切な制度です。健全な運営を支えるた
め、国保税の納期内納付をお願いいたします。納付は口座振替が便利です。
国保税の納付が困難な場合などには、お早めに税務課収税グループ（窓口５）にご相談ください。
※納期限が休日の場合は翌営業日となります。12月は年末のため異なる場合があります。

○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
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。
減免の要件としては、世帯の主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べ30％以上減少見込みで、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（国保税のみの減免の要件として、前年の合計所得金額が
1,000万円以下）の方が対象となります。
（必要書類は、収入の内容によって異なります。
）
減免対象となるのは、令和３年４月１日から令和４年３月31日に納期限があるものです。
詳細につきましては担当課まで事前にご相談ください。
【お問合せ】国保税について
税務課 税務グループ
☎６３−１１１１ 内線１３２〜１３４
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１２１・１２７
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後期高齢者医療保険のお知らせ

「後期高齢者医療被保険者証」が８月１日に更新されます
後期高齢者医療被保険者証（保険証）は有効期限が１年間で、毎年８月１日に更新されます。
現在お持ちの保険証は、有効期限が令和３年７月３１日までとなっていますので、
令和３年８月１日からお使いいただく新しい保険証を７月下旬に送付します。

対象者
・75歳以上のすべての方。
（生活保護を受けている方は除かれます。
）
・65歳から74歳までの方で、障害認定により、後期高齢者医療の保険証をお使いの方。

内

容
医療機関等の窓口でご負担いただく自己負担割合の見直しが行われます。住民税課税所得に

応じて、自己負担割合は「１割負担（一般）
」
、又は「３割負担（現役並み）
」となります。
・令和３年８月１日以降は、新しい保険証を医療機関等へ提示してください。
・後期高齢者医療保険料に納め忘れ等があると、有効期限が短い保険証になる場合があります。

送付する被保険者証の見本
・新年度被保険者証の色は、
「緑色」です。
（表面）

（裏面）

「令和３年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」を７月に送付します
後期高齢者医療制度では、公費が約５割、現役世代からの支援金が約４割、被保険者の後期高齢
者医療保険料が約１割を負担することにより、被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。
健全な制度運営のため、期限内の保険料納付をお願いします。
※納付書で保険料を納める方は、便利な口座振替をご利用ください。
広報いたこ 2021年 7月号Vol.244
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後期高齢者医療保険料について
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合
計して、個人単位で計算されます。
所得の少ない方（世帯）や後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険（被用者保険）の扶養
者」であった方は、基準に応じて保険料の均等割額や所得割額が軽減されます。
※保険料率は、２年ごとに見直されます。

均等割額

４６，０００円

1年間の保険料額
（100円未満切捨て）

均等割額

＝

46,000円

所得割率

＋

８．５０％

所得割額
（賦課のもととなる金額）×8.50％

※賦課のもととなる金額＝総所得金額等−基礎控除額
※保険料額の賦課限度額（上限）は64万円です。

保険料の軽減について
◆所得が低い方に対する軽減
世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合

均等割額の軽減割合

①４３万円+１０万円×（給与所得者等の数−１）以下の世帯

７割

②４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数−１）+「２８.５万円×世帯の被保険
者数」以下の世帯

５割

③４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数−１）+「５２万円×世帯の被保険者
数」以下の世帯

２割

◆被用者保険の元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後２年間に限り均等
割額が５割軽減されます。また、所得割額の負担はありません。
（国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であっ
た方は該当しません。
）

新型コロナウイルス感染症の影響により保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
※詳細はお問合せください。

【お問合せ】市民課

広告募 集

保険年金グループ

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

潮来市では、
「広報いたこ」
「潮来市
公式ホームページ」に有料広告掲載され
る方を募集しています。
詳しくは、潮来市役所 秘書課まで
〒311-2493 潮来市辻626
☎0299-63-1111 FAX 0299-80-1100
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広報いたこ

☎６３−１１１１
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受

付

広告掲載内容審査
広告掲載決定
掲載発行

内線１２９

くらしと情報
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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（８月）
８月１日（日）

延方クリニック

☎６６−１８７３

８月８日（日）

石

毛

医

院

☎６２−２５２３

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

８月９日（月・祝） 常

南

医

院

☎６３−１１０１

お問合せ 潮来市消費生活センター ☎62−2138

８月15日（日）

久

保

医

院

☎６４−６１１６

人権相談（８月）

８月22日（日）

延方クリニック

☎６６−１８７３

８月29日（日）

仲

☎６３−２００３

沢

医

院

８月５日（木）
午前10時〜正午
午後１時〜午後３時
お問合せ

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。
夜間小児救急診療所

育

相

☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯7119）
家庭児童相談室

８月４日（水）午前10時〜午後３時

津知公民館

８月25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

日
■会広 告

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

８月18日（水） ８月４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

11

福祉心配ごと相談

☎64−2145

いばらき就職支援センター 出張相談（８月）

悩まずにまず相談を！各種無料相談（７・８月）
法律相談

談

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

お問合せ 潮来市家庭児童相談室 ☎62−2178

相 談 名

☎62−2727

お問合せ 潮来市教育支援センター

おとな救急電話相談

月〜金曜日
午前８時30分〜正午
午後１時〜５時15分

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。

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。

☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯8000）

24時間365日

☎63−1111

男女共同参画総合電話相談（８月）

教

子ども救急電話相談
24時間365日

市民課

８月12日（木）・26日
（木）
午後１時〜５時

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

津知公民館

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

子育て支援のご案内 「家庭児童相談室」について
家庭児童相談室は、子ども（１８歳未満）の健やかな成長を願って様々な相談に応じる機関です。
子育ての不安や悩み、イライラ、子どもや家庭の悩みなど、お気軽にご相談ください。

【相談日】 月〜金曜日（土日・祝祭日を除く）
【時 間】 午前８時３０分〜正午、午後１時〜５時１５分
どんな相談ができるの？
○保育所、こども園、幼稚園、学校生活に関すること
○親子、兄弟姉妹など家族関係について
○わがまま、内気、反抗など性格に関すること
○体の発育や言葉、知能など発達に関すること
○家出、夜遊びなど困った行動について
○虐待（身体的・心理的・性的・養育の怠慢）に関すること
○その他、子どもについて心配なこと

どのように相談すればいいの？
○電話による相談
潮来市子育て支援課「家庭児童相談室」 ☎６２−２１７８（直通）
○家庭訪問による相談
自宅で相談したいという場合は、家庭訪問いたします。
○相談室へ来室されての相談
潮来市役所（福祉事務所内）
※不在の場合もありますので、必ず連絡をしてから来室してください。

◎相談は・・・
・誰でも相談できます。お気軽にご相談ください。
・家庭相談員が応じます。
・秘密は固く守られます。
・費用はかかりません。
・内容によっては、児童相談所やかすみ保健福祉センターな
どの専門機関と連携して相談を進めます。
【お問合せ】潮来市 家庭児童相談室 ☎６２−２１７８（直通）
子育て支援課 子育て支援グループ ☎６３−１１１１ 内線３８７
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行行 政政 情情 報報
潮来クリーンセンター
受け入れ停止のお知らせ
ごみクレーン更新工事のため︑ごみの受
け入れが一切出来ません︒皆様のご理解ご
協力 を お 願 い し ま す ︒
※集 積 所 の ご み は 回 収 い た し ま す ︒
︻停 止 期 間 ︼
８月 日︵水︶〜 日︵火︶
☎６４ ︱ ５０５０

潮来クリーンセン タ ー ☎ ６ ４ ︱ ５ ３ １ １

施設管理センター

不動産取得税の減額に
ついて
住宅用土地を取得後３年以内︑又は取得
前１年以内に住宅を新築した場合︑その土
地に係る不動産取得税が減額・還付される
場合があります︒
また︑住宅用土地を取得した前後１年の
期間内に︑その土地の上にある中古住宅を
取得して居住する場合は︑その土地と住宅
に係る不動産取得税が減額・還付される場
合があります︒
なお︑災害により減失又は損壊した不動
産に代わる不動産を取得した場合につきま
しても︑一定の要件のもとで不動産取得税
が軽減される場合があります︒詳細はお問
合せください︒
行方県税事務所 課税第二課
☎７２ ︱ ０７７３

茨城県ＩＴ短大

年４月１

令和３年度 鹿行広域事務組合
消防吏員 採用試験のお知らせ
消防Ａ︵大卒程度︶ 若干名

︻採用人員︼
消防Ｂ︵高卒程度︶ 若干名
︻受験資格︼
消防Ａ︵大卒程度︶
平成６年４月 ２日から平成

日までの間に生まれた方で︑大学︵短

大を除く︶を卒業した方︑又は令和４

年４月１

年３月 日までに卒業見込みの方︒
年４月２日から平成

消防Ｂ︵高卒程度︶
平成

日

日までの間に生まれた方で︑高等学校

を卒業した方︑又は令和４年３月
までに卒業見込みの方︒

７月５日︵月︶
〜８月 日︵日︶

︻受付期間︼

31
月下旬︵予定︶

９月

︻試験期日︼
一次

日︵日︶午前９時〜

てください︒

組合消防本部又は管内各消防署に提出し

項を自筆で正確に記入し︑鹿行広域事務

受験申込書及び所定の履歴書に必要事

︻申込方法︼

15

問・申

潮来消防署 ☎６３ ︱ ０１１９

☎０２９１ ︱ ３４ ︱ ２１１９

鹿行広域事務組合消防本部

その他詳細はお問合せください︒

︵鉾田市安房１４１８ ︱ １５︶

鹿行広域事務組合消防本部

︻試験会場︼

二次

19

オープンキャンパス開催のお知らせ

12

16

31

10

10

預けて安心！ 法務局における
自筆証書遺言書保管制度
昨 年 ７ 月 日 よ り︑ 法 務 局︵ 本 局・ 支
局︶にて﹁自筆証書遺言書保管制度﹂が始
まり︑多くの方から遺言書の保管申請がさ
れて い ま す ︒
本制度を利用して︑自筆で書いた遺言書
を法務局に保管していただくことにより︑
大切な遺言書の紛失や改ざん等を防止する
こと が で き ま す ︒
詳細は水戸地方法務局ホームページをご
覧い た だ く か ︑ お 問 合 せ く だ さ い ︒
水戸地方法務局 鹿嶋支局総務係
☎ ８３ ︱ ６０００

筑波銀行 無料年金相談会
︵個別︶
日︼９月 日︵火︶
時〜正午︑午後１時〜３時

28

31

10 14

開催のお知らせ
︻期
午前

ＩＴに興味のある方︑技術を身に着けた
いと考えている方は︑この機会にご参加く
ださい︒
︻期
日︼７月 日︵土︶
︑
８月 日︵土︶
︑ 日︵土︶
午前９時〜午後４時
︻会
場︼
茨城県立産業技術短期大学校
︵水戸市下大野町６３４２︶
︻内
容︼学校見学・体験授業
︻対
象︼
ＩＴに関心を持つ高校生及び保護者等
︻申込方法︼
電話又は学校ホームページからお申込み
ください︒
︻申込締切︼各開催日の前日まで
問・申 茨城県立産業技術短期大学校
☎０２９ ︱ ２６９ ︱ ５５００

2021年 7月号Vol.244

広報いたこ

13

10

︻会
場︼筑波銀行 潮来支店
︻そ の 他 ︼
予約優先とさせていただきます︒
詳細はお問合せください︒
問・申 筑波銀行 潮来支店
☎６２ ︱ ２１１７

21 17

25

ニ ュ ー ス・ お 知 ら せ

６月３日（木）市長室

５月３１日（月）大生

春の叙勲 旭 日 双 光 章 受章

潮来小 いも苗植え体験学習

内閣府から春の叙勲が発表され、潮来市の鈴木 潤一
さんが旭日双光章（保健衛生功労）を受章されました。
鈴木さんは茨城県歯科医師会理事を６年、常任理事を２
年、副会長を８年以上務められました。
６月３日、鈴木さんは原市長を表敬訪問し、受章の報告
や活動について懇談されました。おめでとうございます。

潮来市農業委員会主催、いも苗を植え、土の感触や農
作業を体験する学習に、潮来小学校の１・２年生が参加
しました。参加した児童たちから、
「もっとやりたい」
「楽
しい」という声が聞こえてきました。秋には、いも堀り
体験をしてもらう予定です。収穫が楽しみですね。

６月２５日（金）市長室

６月１０日（木）潮来市役所

潮来市教育委員 就任

ノルウェーオリンピック・パラリンピック委員会
潮来市事前キャンプ基本合意書 締結

６月２５日（金）付けで、潮来市教育委員に茂木 悦男
さんが就任され、同日に就任式が行われました。
教育委員は、市の教育文化の発展・充実のため、子ど
もたちの教育環境の向上、及び社会教育やスポーツの振
興などを目指し活動を行っています。

ノルウェーのボート選手団が東京オリンピック・パラリン
ピックに出場するにあたり、ノルウェーオリンピック・パラリ
ンピック委員会と潮来市は、事前キャンプに向けた合意書
を締結し、Web会議で締結式を行いました。また、ナミビ
アオリンピック委員会とも同様に合意書を締結しました。
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city news flash
５月〜６月 辻

疫病退散
巨大のぼり
潮来市辻地内
の小田倉 薫さ
ん宅で、病気の
退散や厄除けを

６月５日（土）島須

６月４日(金) 市長室

けの神とされて

島崎城跡 御城印 販売開始

潮来ライオンズクラブより 寄付

いる「鍾馗」が

潮来市島須にある島崎城跡の環境を

潮来ライオンズクラブより、潮来市

描かれた、高さ

整備するための活動をしている「島崎

新型コロナウイルス感染症対策本部

１０ｍ以上の大

城跡を守る会」では、城跡に興味を

へ、５月１８日に開催されたチャリ

きなのぼりがあ

持ってもらおうと、御城印を作成し販

ティゴルフの参加費から、善意の寄付

がりました。

売を行いました。島崎城跡を守る会

１０万円をいただきました。新型コロ

は、月に一度、城跡周辺の草刈りなど

ナワクチン接種会場の整備等に使用さ

の活動を行なっています。

せていただきます。ありがとうござい

祈念して、魔除

ます。

６月中旬

延方西

花いっぱい運動
「延方・水の郷を育てる会」の皆様

裂き織り作品展示

６月１６日（水）市長室

抗菌・消臭コーティング剤 贈呈
市民の方より寄贈いただきました

が管理しているアガパンサス５００株

幸織りの会では、織りと和のリメー

「抗菌・消臭コーティング剤」を、潮

が見ごろを迎えました。会で花植えを

ク展示会を開催し、リメークした絣の

来市のワクチン接種関連事業であり、

始めてから今年で７年目。会員の方は

着物などの展示のほか、まこもを使っ

接種会場までの交通手段を確保できな

「きれいな花が咲くようになって、ゴ

たタペストリーなどの作品展示や、ご

い高齢者等の移動支援を行っている潮

ミのポイ捨てが少なくなった」と話し

ざ作りの実演等を行いました。

来市タクシー組合に贈呈しました。

ていました。
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６月１８日（金）
〜２０日（日）
ホテル水観荘
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ニ ュ ー ス・ お 知 ら せ

知っとこ！男女共同参画 10

「第２期男女共同参画基本計画」を策定しました
令和３年度から令和12年度までの10 ヶ年計画で、令和３年３月に「第２期男女共同参画基本計画」を策定しました。
内容は、男女共同参画社会基本法をはじめ、ＤＶ防止法、女性活躍推進法の３法をふまえたものとなっています。
また、この計画では「性別ではなく、その人らしい生き方ができるまちづくり」を基本理念に、すべての人が生き生き
と暮らすことのできる潮来市を目指しています。
男女共同参画社会の実現に向けて、取組みが推進されるようご理解とご協力をお願いします。

基本目標
男女ともに支え合い みんなが活躍できるまち いたこ
男だから、女だからという性別に縛られず、一人ひとりの個性と能力を十分に発揮し、
みんなが生き生きと活躍できるまちを目指します。

基本目標１
１

男女平等の意識を育む社会づくり

男女共同参画の普及啓発と学習の推進

２

子どもの頃からの平等意識の醸成

男女共同参画社会の実現を目指し、性別により差別されることなく、個人としての尊厳が重んじられ、誰もが個性及び
能力を発揮する機会が確保されるよう、男女共同参画について理解を深める教育や意識啓発を推進します。
また、男女ともにお互いを認め合い、尊重し合う意識を持つことができるよう、幼少期から人権尊重を基盤に男女平等
を推進するとともに、家庭や地域、職場において、誰もが自分らしく生きることができるよう、男女共同参画に対する正
しい理解に向けた普及啓発を図り、国際社会と協調した男女共同参画を推進します。

基本目標２
１
３

誰もがもっと活躍できる環境づくり

ワーク・ライフ・バランスの環境づくり
政策・方針決定への女性参画

２
４

働きやすい職場環境の整備促進
誰もが参画し活躍できる地域づくり

「女性活躍推進法」第六条第二項に基づく「潮来市女性活躍推進計画」と位置付け、男女がともに、あらゆる分野にお
いて活躍することができるよう、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を推進します。仕事だけではなく、家
庭や地域活動へ参画する時間を確保するなど、充実した豊かな生活を過ごすことができる環境を整備します。職場におい
ては、男女間格差の解消や労働条件の改善など、企業に対する男女共同参画への取組みを促進します。また、働く場にお
ける女性活躍とともに、政策・方針決定の場、地域活動等への女性参画を促進します。

基本目標３
１
３

誰もが安心して暮らすまちづくり

あらゆる暴力を根絶する社会づくり
防災分野における男女共同参画

２

健康で安心して暮らせる社会づくり

「配偶者暴力防止法」第二条の三第三項に基づく「潮来市ＤＶ防止計画」と位置付け、ＤＶをはじめとする重大な人権
侵害である暴力の根絶に向けた啓発活動を様々な機会を通じて推進するとともに、関係機関と連携し、ＤＶ被害者の支援
と相談体制の充実に取組みます。また、健康づくりや防災など安心して暮らせるまちづくりを推進します。

【お問合せ】企画調整課 企画調整グループ ☎６３−１１１１ 内線２１１
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〜行方警察署からのお知らせ〜

夏の犯罪抑止活動が始まります
７月18日〜８月16日まで
重点項目

①住宅侵入窃盗の被害防止 ②子供、女性の安全確保 ③ニセ電話詐欺の被害防止

夏はお盆での帰省、祭事で家を空けることが多くなるほか、暑さから夜間の戸締まりや鍵かけもおろ
そかになりがちになるため、犯罪被害に遭うおそれが高まります。
また、夜間には不審者の出現や、子どもや孫を騙ったニセ電話詐欺の発生も心配されます。
この機会に自分の身の回りの安全を確認するとともに、家族と話し合ってみるのはいかかでしょうか？
また、離れて暮らす家族が集まる機会も多いことから、家族と防犯について見直してみてください。

＜ＳＮＳ被害に注意！＞
ＳＮＳ被害から自分を守る「３つのない」
１ ＳＮＳで知り合った人と直接「会わない」
２ 名前や住所など個人情報を「載せない」
３ 自分や友達の画像を「送らない」
保護者の皆さまへ
年齢に応じたフィルタリングを活用しましょう
お子さんと一緒にご家庭でのルール作りをしましょう

【お問合せ】茨城県行方警察署
☎ ０２９９‑７２‑０１１０

潮来市消費生活センターからのお知らせ

「火災保険が使える」
と誘う住宅修理契約トラブルに注意！
【事 例】
業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、
昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が
無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るな
らと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請
すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解
約しようとしたところ、保険金の50％もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎない
か。
（70歳代 男性）

【解 説】
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約につ
いての相談が寄せられています。自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知ら
ない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となる
か、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよ
いでしょう。
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
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くらしと情報

今月の本棚︵８月︶

﹁夏休みはズボラ飯﹂

毎日暑くて︑台所に立つのが億

劫になる季節です︒そんな時は︑

手間をかけずにササっと作れる

〝ズボラ飯〟にしてみませんか？

電子レンジや市販品を活用するレ

シピ︑家にあるものだけで簡単に

できる料理の本などをご用意しま

した︒

児童特集︵８月︶

﹁ こ わ い？ か わ い い？ お ば け が

いっぱい︵おばけのお話︶
﹂

８月といえば毎年恒例の﹁おば

けのお話﹂を集めました︒絵本だ

からクスっと笑えるかわいいおば

けが出てきたり︑絵本なのに背筋

がゾクゾクするこわーいおばけが

出てきたり︒いろいろなおばけに

出会えますよ︒

ようこそ
図書館へ
図書館だより

イベントのお知らせ

◇書籍消毒機を設置しました
本の内側に潜むホコリやゴミを風の力で除去し、外
側や内側に付着した雑菌を紫外線で除菌する「書籍消
毒機」を設置しました。一度に３冊〜６冊の本を６０
秒で除菌・消臭します。本を消毒機に入れて、スイッ
チを押すだけの簡単な操作できれいにすることができ
ますので、ぜひご利用ください。

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）
８月１日（日）午後２時〜２時３０分
「キャンプ」のおはなし
図書館スタッフ
８月５日（木）午前１１時３０分〜正午
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

「第８回 図書館川柳作品募集」
内

容：図書館や本に関する川柳を大募集します！川柳と
は「５・７・５文字の短い詩」のことです。
文字の数がちょっとちがっても大丈夫なので、
思ったこと感じたことをそのまま書いてくださ
い。金・銀・銅賞には図書カードなどをプレゼン
ト！さらに「潮来市立図書館・川柳しおり」に載
ります！子どもから大人まで、みなさんのご応募
お待ちしています！
募
集：７月１６日（金）〜９月５日（日）
応募方法：応募専用用紙を市立図書館窓口で配布していま
す。また、ホームページからダウンロードできま
す。作品は、図書館内設置の専用応募箱にご投函
ください。
発表予定：１０月頃
「オリジナルの川柳しおり」を配布します。
参加対象：どなたでも参加できます
＊しおりには、
「川柳」
「ペンネーム」
「お住まいの市町村名
または学校名」
「年齢または学年」が掲載されます。

８月１４日（土）午後２時〜２時３０分
「せんそう」のおはなし

「第９回ポップコンテスト作品募集」

図書館おはなしボランティア

内

８月２８日（土）午後２時〜２時３０分
「おばけ」のおはなし
図書館おはなしボランティア

水郷まちかどギャラリー展示案内
期

間

〜

8/24㈫
8/29㈰

催し物名
２０２１写真展
〜水郷写真クラブ・
フォトクラブ鹿行〜

展示内容

写真

備

考

初日は
13時から
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。

容：
「この面白さを拡散したい！！」あんな本や、
「あ
の頃読んでおけば良かった！と今思う」こんな本
など、中学生・高校生向けのオススメの本をポッ
プで紹介してください！中高生世代の新しい本と
の出合いの架け橋となるような素敵な作品をお待
ちしています。
募
集：７月１６日（金）〜９月２６日（日）
発表予定：１０月２７日（水）
図書館にてポップを展示し、入賞者には図書館よ
りご連絡いたします。
参加対象：中学生〜大人
（※中学生以上ならどなたでも参加できます）
各
賞：大賞１点／準大賞２点
※賞状ならびに記念品を授与 ※参加賞あり
※応募作品のサイズなどの詳細は、館内配布のチラシをご覧
ください。

8月の図書館カレンダー
館内整理日：8月18日（水）

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

■お問合せ■
潮来市立図書館

☎ 80−3311

FAX 64−5880
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第26回

リポーター

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

皆さんこんにちは
回目の協力隊通信です︒
今回は︑私がオススメしたい
潮来の景色を独断と偏見で紹
介していこうと思います︒
まず︑上の夕日の写真は︑
潮来の好きな景色ベスト３に
入るものです︒こちらは︑先
日ろ舟を漕がせていただいた
ときにろ舟の上から撮った常
陸利根川で見る夕日です︒こ
の景色を初めて見たのは一昨
年でした︒昨年は機会がなく
見られなかったのですが︑今
年はこの景色を見ることがで
きました︒最初に見たあの日
から２年︒潮来での生活に慣
れた今でも︑あのとき感じた
感動が変わらず自分の中に
あったことを嬉しく思います︒
ちなみにろ舟も２年ぶりに
漕がせていただきましたが︑
全然ダメでした︒もう少し漕
げるかなと思ったのですが︑
数回練習しただけじゃだめだ
ということですね︒ただ︑久
しぶりに漕ぐろ舟は気持ち良
かったです！
また︑この夕日の写真は現
26

!!

在実施させていただいている
小中学生への講演の中でもこ
どもたちに紹介しています︒
こどもたちからも﹁綺麗！﹂
︑
﹁すご〜い﹂などの感想が挙
がっています︒こんな素晴ら
しい景色が潮来で見られると
いうことを強 く 感 じて もらえ
ていたら嬉しいですね！
そして︑左 ２つの写真は︑
﹃ろ舟から見た夜のあやめ
園﹄
︑
﹃ あ じ さ いの 杜 入 山 後 す
ぐに見える田んぼ﹄の写真に
なります︒特に田んぼは︑外
から来た人︵田んぼに馴染み
ない人︶にとっては記憶に残
る景色になること間違いなし
だと思います︒
時とともにまちは変わって
いく︒その中で失われてしま
うものもあるかもしれませ
ん︒それでも︑こういった日
常 の 中 に あ る 景 色な ど 変 わ ら
ず地域に残り続けていく魅力
がたくさんあるはずです︒そ
んな魅力を探していくととも
に発信していきたいと思いま
す！

日

8

Sunday

2021

山の日

実施
場所

CALENDAR
月

Monday

2

1
8

AUGUST

火

Tuesday

水 Wednesday

木

3

4

5

４ヶ月児育児相談

7ヶ月児育児相談

（市）…潮来市役所 （う幼）…旧うしぼり幼稚園
（中公）…中央公民館 （津公）…津知公民館
（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

金

Friday

6

(2021.3月生まれ)(か)

(2020.12月生まれ)(か)

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

福祉心配ごと相談（社協）

３歳児健診（う幼） ３歳児健診
人 権 相 談（ 津 公 ） （う幼）
子育て広場（う幼） 子育て広場（中公）

9

10

11

12

振替休日

土

Saturday

7

13

14
21

休日窓口開庁
8:30〜12:00（市）
子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

15
22

16

17

18

19

20

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）

23

24

25

26

27

休日窓口開庁
8:30〜12:00（市）

29

こころの健康相談
(2020.8月生まれ)(か)
（か）
ｯｸｽﾀｰﾄ（絵本 ﾚ ﾝﾄ）
（か） 子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

30

31

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

■今月の納税▶市県民税の第2期分（8月31日納期日）
▶国民健康保険税の第2期分（8月31日納期日）
▶介護保険税の第3期分（8月31日納期日）
▶後期高齢者医療保険料の第2期分（8月31日納期日）
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28
ウェルカムベビー
教室（か）

1歳児育児相談

子育て広場（中公）

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11ページをご覧ください。

アントラーズを応援しよう！
アントラーズホームタウンデイズ・ホームタウンキッズパス
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8月15日
（日） 徳島ヴォルティス戦

無料ご招待受付について
＜ホームタウンデイズ＞
ホームタウン５市（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）に、在住・在勤・在学の方を対
象に、８月１５日（日）にカシマスタジアムで行われる徳島ヴォルティス戦にペアで無料ご招待い
たします。

潮来市市長公室

◆対戦カード ：明治安田生命Ｊ１リーグ 第２４節
８月１５日（日）ｖｓ徳島ヴォルティス（午後６時３０分キックオフ）

◆申 込 受 付 ：７月２７日（火）午前１０時〜８月５日（木）午後１１時５９分
２００人（人数を上回った場合は抽選になります）
◆ご招待人数 ：６００組１，

◆ご招待席種 ：イーストゾーン（バックスタンド側２階／指定席）

＜ホームタウンキッズパス＞
また、ホームタウンキッズパスも同じく、８月１５日（日）徳島ヴォルティス戦のご招待申込の
受付が７月２７日（火）から始まります。
ホームタウンキッズパスでは、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市の小学生・中学１年生
とその保護者を、カシマスタジアムで行われるアントラーズの全てのＪリーグホームゲームに無料
でご招待しています。
s
s
hasshin

◆ご招待人数 ：２００組４００人（人数を上回った場合は抽選になります）
対戦カード・申込受付・ご招待席種は、ホームタウンデイズと同様です。
※上記の詳細・お申込みはアントラーズオフィシャルサイト「招待チケットページ」を
ご参照ください。 https://www.antlers.co.jp/ticket/invitation.html

sp/

※鹿島アントラーズでは、安心・安全な試合開催のために、新型コロナウイルス感染予防対策とし
て、Ｊリーグが定めた「Ｊリーグ新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」に則り、感染を
最大限防ぎながら「新たなスタジアム観戦様式」の下で安心・安全な試合開催をしています。
https://www.antlers.co.jp/lp/newnormal̲stadium2020

【お問合せ】アントラーズコールセンター

6 月 1 日現在 （ ）内は前月比

27,417 人（−34）

✉support@antlers.co.jp

13,665 人 （−21）
13,752 人 （−13）
11,474 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。

