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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成18年度 第8号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
木造住宅耐震診断士派遣事業

　大地震による家屋の倒壊から、生命を守るため、自
宅の耐震診断を受けてみませんか？耐震診断は人間の
体に例えると、｢治療ではなく健康診断｣です。市では、
木造住宅耐震診断士を派遣し、診断を実施します。
【対象住宅】
①昭和56年3月31日以前に建築確認を受けて建築され
　た住宅で、階数が２階以下のもの。
②併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使
　われているもの。
③木造在来工法のもので、違法建築物でないもの。
④過去にこの制度により耐震診断を受けていないもの。
【対 象 者】上記「対象住宅」の所有者で、税の滞納
　　　　　　の無い方。
【受付戸数】平成18年度：200戸（受付先着順）
【調査費用】個人負担2千円
【募集期間】7月25日（火）から9月15日（金）
【申 込 み】所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
下記まで申込み。申込書は潮来市都市建設課にありま
す。(市ホームページからダウンロードもできます)
※建築物の耐震性を目視により診断するものです。壁
　をはがして内部を調査することはありません。
※「耐震診断」や「耐震改修」に名を借りた「セール
　 ス」にご注意願います。市では、業者等の斡旋を 
　 することはありません。
【申込み・問合せ】
　潮来市都市建設課
　℡.63-1111 内線349

ゴルフ教室生徒募集
【期　　日】8月23日(水)～9月20日(水)
            ※毎週水曜日（計5回）
【時　　間】午後7時～9時
【会　　場】潮来グリーンランドゴルフ練習場
　　　　　　(ララルー裏)　℡.64-6184
【講師・主催】潮来市体育協会ゴルフ部
【募集人員】先着20名【申 込 金】3,000円(保険料含)
【参加資格】市民及び市内在勤者でゴルフに興味のあ
　　　　　　る方。初心者大歓迎!
【申 込 み】申込用紙に記入のうえ、参加費を添えて
　　　　　　潮来市教育委員会まで提出。
※申込用紙は潮来市教育委員会にあります。
【締 切 り】8月16日(水)
【問 合 せ】
　潮来市教育委員会　
　生涯学習課　
　スポーツ振興グループ
　℡.64-2611　内線642・643

第2回「Ｅ～クオリティーカフェ」
～裁判員制度に関する映画｢評議｣の上映会を開催～

【開催趣旨】
　「Ｅ～クオリティーカフェ」とは、男女共同参画社
会事業の一環で、市民の皆さんに男女共同参画社会の
実現に向けて理解増進とさらなる浸透のため、専門的
分野の学者または専門家等と一般の人々が、誰でも市
内の公共施設を始めとした、喫茶店等の身近な場所で、
気軽に男女共同参画社会の視点で語り合いそして学習
の場をつくっていこうという試みです。
　今回は、新たな分野への取り組みとして、裁判員制
度についての学習会を開催します。どうぞお気軽に参
加してください。お待ちしております。
【主　　催】潮来市、潮来市立図書館
【協力団体】・潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会
　　　　　　・ITAKOクオリティーウィメンズネット
　　　　　　・いきいき女性議会連絡会
【日　　時】8月5日(土)午後1時～3時(先着50名)
【場　　所】潮来市立図書館(潮来市牛堀)2F視聴覚室
【開催内容】～裁判員制度がはじまります！～
　　　　　　平成21年5月までに始まる裁判員制度は、
　　　　　　国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に
　　　　　　参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の
　　　　　　場合はどのような刑にするかを裁判官と
　　　　　　一緒に決める制度です。この制度は、国
　　　　　　民の皆さんの積極的な協力なくしては成
　　　　　　り立たない制度です。そこで、裁判員制
　　　　　　度広報用映画｢評議｣の上映と、水戸地方
　　　　　　裁判所職員による説明を行います。
【上映作品】｢評議｣　出演：小林稔侍、榎木孝明他
【説　　明】水戸地方裁判所
 　　　　　 総務課長 柳谷 氏、職員 中村 氏
【参 加 費】無料
【問 合 せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206

うれしい楽しい親子料理教室
　親子で手作りピザを作ってみませんか？作る過程は
“こねこね"楽しく、できあがりは本格的なのでとて
も嬉しい一品です。
【日　　時】8月20日(日)午前9時30分～午後1時
【場　　所】かすみ保健福祉センター
　　　　　　(潮来市島須777)
【内　　容】『ぼく・わたしは名シェフだよ☆』
　　　　　　～手作りピザを作ろう～
【講師・主催】潮来市食生活改善推進員連絡協議会
【募集人数】小学校高学年の親子12組(大人1人につき
　　　　　　子ども2人まで)
※定員になりしだい締め切りますので、お早めにお申
　し込みください。(参加費無料)
【持 ち 物】エプロン、筆記用具、
　　　　　　三角巾(バンダナ等)
【申込締切】8月10日(木)
【申込み・問合せ】
　かすみ保健福祉センター
　℡.64-5240

公民館からお知らせ
◎インターネット入門講座

＝パソコンでインターネットを楽しもう＝
【会　　場】潮来市立中央公民館　　
【受 講 料】500円
【教 材 費】なし
【募集人数】20人
【開催日時】8月27日(日)午後1時30分～4時30分
【対　　象】市内在住の方、または市内にお勤めの方
　　　　　　で、文字入力の出来る一般成人。

◎ハッピーイングリッシュ講座
＝小学生対象＝

【会　　場】潮来市立中央公民館　
【受 講 料】なし
【教 材 費】なし
【募集人数】25人
【開催日時】8月8日(火)・9日(水)・10(木)・11日(金)・
　　　　　　12日(土)午後1時30分～3時
【対　　象】市内小学生(送迎は、ご家族の方が責任
　　　　　　をもって行ってください)
【申込方法】往復はがきに①講座名、②郵便番号・住
所(市内にお勤めの方は勤務先と住所)、③氏名(ふり
がな)、④年齢、⑤電話番号を記入のうえ、下記まで
郵送してください。(往復はがき1枚で1講座の申込みが
出来ます）
※ハッピーイングリッシュ講座希望の小学生は、学校
　名・学年及び保護者名も書いてください。
※ご応募頂きました皆様の個人情報は、講座以外の目
　的に使用することはありません。
【申込期限】8月1日(火)必着
※申込み者が定員を超えた場合は抽選となります。申
　込みが少ない場合は講座を中止する場合があります
　のでご了承ください。

～各地区公民館図書室より～
　青少年読書感想文全国コンクール課題図書が入りま
した。夏休みを利用して、たくさんの本に親しんでく
ださい。ご来館をお待ちしております。

～小さな作品展開催～
　観ているだけで微笑んでしまう、心を和ませてくれ
る園児達の作品を各公民館ロビーにて展示しておりま
すので、是非ご家族でご覧ください。

　　展示園・所名　　  会　　場 展示月
　　 牛堀保育園　　  牛堀公民館 　８月
　　日の出保育園　　 中央公民館 　８月
　　 白帆保育園　　  中央公民館 　９月
　　 潮来保育所　　  潮来公民館 １１月
　　スサキ保育園　　 中央公民館 　２月
　　かすみ保育園　　 牛堀公民館 　３月
　　 大洲保育所　　  中央公民館 　３月

【申込み・問合せ】〒311－2423潮来市日の出3－11
　　　　　　　　　潮来市立中央公民館（月曜休館）
　　　　　　　　　℡.66-0660　午前9時～午後5時

平成18年度茨城県弘道館アカデミー
県民大学後期講座

【開講場所】レイクエコー(行方市宇崎1389)
【期　　間】後期講座：平成18年10月～平成19年2月
【講座内容】(回数・募集人数)
◎ステップアップコース
　・源氏物語の女性たち(10回・60人)
◎社会・教育・福祉コース
　・おとこの家庭科－おしゃれ編－(5回・45人)
◎芸術・文化・歴史コース
　・ボタニカルアート入門講座－植物細密画を楽しむ－
　　(10回・30人)
　・懐かしい土笛の音色－オカリナづくりから演奏まで－
　　(5回・30人)
　・寺社の縁起と伝説－鹿行地方編－(5回・60人)
◎環境・健康コース
　・足裏健康法(10回・55人)
　・解毒の効用を探る－自分でできるデトックス－
　　(5回・50人)
◎産業・技術・科学コース
　・パソコンはじめの一歩(7回・25人)
◎国際関係学コース
　・世界の中の日本－諸外国の文化と交流－(10回・45人)
【受 講 料】3,000円～5,000円
【主　　催】財団法人茨城県教育財団
【受講対象】県民及び県内在勤者
【申込期間】8月1日(火)～9月1日(金)※消印有効
【申込方法】往復はがき，またはインターネットによ
る。受講の可否については，返信用はがき，またはＥ
メールで連絡。各講座とも申込者多数の場合は，抽選
で受講者を決定。
往復はがきの場合：氏名･性別･年齢・郵便番号・住所・
電話番号・受講希望講座名(はがき1枚につき1講座のみ)
・受講番号(過去に受講した方)・託児希望のある方は(①
お子様の名前(ふりがな)②性別③年齢)を記入
インターネットの場合：レイクエコーホームページへ
アクセスし，県民大学 申込みファームから送信する。
【申込み・問合せ】〒311-3824 行方市宇崎1389
レイクエコー茨城県鹿行生涯学習センター生涯学習課
℡.0299-73-3877
ホームページ http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/
Ｅ-メール lakeecho@lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp

ピアカウンセラー養成講座
　エイズなど性感染症、薬物、タバコについて若者に
対して正しい知識の普及・啓発活動を行うため、同世
代の若者を｢ピアカウンセラー｣として養成することを
目的に講座を実施します。
【講座日時】8月29日(火)～31日(木) 午前10時～午後4時30分
【場　　所】茨城県立青少年会館(水戸市緑町1-1-18)
【応募期限】7月31日(月)【受 講 料】無料
【応募条件】県内在住の18歳～概ね24歳くらいまでの
　　　　　　方で、3日間とも参加できる方。
※申込み方法等詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】茨城県保健予防課疾病対策グループ
　　　　　　℡.029-301-3220



潮来ふるさと館からお知らせ
◎糸織り・裂き織り展～水郷潮来の手織りにふれて～
【期　　間】8月1日(火)から25日(金)
【時　　間】午前9時から午後5時(25日は正午まで)
【入 場 料】無料　【協　　力】ＮＰＯ法人ピコット
※障がい者作品展も同時開催いたします。
（手織り体験）
【体 験 日】8月5日(土)・6日(日)・19日(土)
　　　　　　午前10時～午後3時(正午～午後1時は休み)
◎ザリガニつり大会
【期　　日】第1回：7月30日(日) 第2回：8月13日(日)
【時　　間】午前10時から正午まで（途中参加可）
【結果発表】8月27日（日）
※2日間行い、その結果から優秀者上位10名を発表し
　ます。優秀者には粗品を進呈し、参加者全員にも記
　録証を発行いたします。
【参 加 料】無料
【問 合 せ】潮来ふるさと館　　℡.62-2336　　　　
　　　　　　潮来市観光商工課　℡.63-1111 内線243

虫とり体験をしよう！
【日　時】8月5日(土)午前9時30分～11時30分(雨天翌日)
【場　所】古高大師の庭内“のびのびのびーるえーん”
【準　備】虫かご、虫とり網、飲物等
【対　象】子どもとその保護者
【その他】・自然の宝庫の庭内で木登り体験もできます。
　　　　　・子ども達の活動の様子を写真に撮るボラ
　　　　　　ンティアをしてくださる方を募集しています。
【問合せ】NPO法人いたこ子育て支援センター
　　　　　理事長 松﨑ちか(日の出3-5-11)℡.66-0125

まちかどギャラリーからお知らせ
◎涼風山野草展
【内　容】山野草・小品盆栽
【期　間】7月29日(土)～30日(日)
※7月29日・30日の午前10時～正午、ミニ盆栽作成体
　験会を開催します。(限定30セット、料金1,500円)
　専任講師が指導しますので、始めての方でも大丈夫
　です。(園芸用ハサミをお持ちの方はご持参ください)
◎第13回茨城YPC合同写真展
【内　容】写真展示
【期　間】8月1日(火)～10日(木)※8月7日(月)は休館
【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

終戦当時の海外引揚者やご家族の方々
　税関では、海外から引揚げの際お預かりした次の通
貨・証券などをお返ししています。
・終戦後、外地から引揚げて来られた方が、上陸地の
　税関、海運局へ預けられた通貨・証券など
・外地の集結地において総領事館などに預けられた証
　券などのうち日本に送還されたもの
※返還の申し出・ご照会は、預けられた方ご本人はも
　とより、ご家族の方でも結構です。
【問合せ】鹿島港湾合同庁舎内
　　　　　横浜税関鹿島税関支署 ℡.0299-92-2558

空港の愛称募集
　茨城と全国を結ぶ空港(平成21年度開港予定、正式
名称：百里飛行場)の愛称を募集します。
【募集内容】新しい空港にふさわしい愛称名
【応募方法】愛称名(ふりがな)、郵便番号、住所、氏
　　　　　　名、年齢、性別、電話番号を明記のうえ、
　　　　　　ハガキ・FAX・Eメールにて応募
【締 切 り】9月15日(金)
【そ の 他】採用作品応募者には賞金等を贈呈(対象
　　　　　　者多数の場合は抽選)
【応募・問合せ】
　茨城県企画部空港対策室　
　℡. 029-301-2761
　FAX.029-301-2749
　Eメール kuko-aisyo@pref.ibaraki.lg.jp

夏休み～水と生き物～なんでも相談室
　小・中学生のみなさん！みんなが疑問に思っている
さかなや植物、身のまわりの水のことを相談してみま
せんか？専門家がバッチリ回答しちゃいます。夏休み
の宿題にもきっと役立ちますよ！
【日　　時】8月6日(日)午前10時～正午、午後1時～4時
【会　　場】茨城県霞ヶ浦環境科学センター
　　　　　　土浦市沖宿町1853番地
【内　　容】①おさかな相談室　②植物相談室　③身
　　　　　　近な水を調べてみよう（水質検査など）
※③のみ、午前の部、午後の部とも定員20名です。
【対　　象】小学生、中学生【参 加 費】無料
【注意事項】・事前申込み不要(当日の先着順に受付)
　　　　　　・｢身近な水を調べてみよう｣に参加され
　　　　　　　る方は、近くの川で採取した水を１リ
　　　　　　　ットル程度持参してください。なお、
　　　　　　　井戸水等、飲み水の汚染状況を調べる
　　　　　　　ものではありません。
【問 合 せ】茨城県霞ヶ浦環境科学センター　
　　　　　　企画・交流課　℡.029-828-0961

県立リハビリテーションセンター
　身体障害者の方々の自立生活と社会復帰を援助する
ため、種々の訓練等を行う施設です。

肢体不自由者更生施設部門(自立訓練事業)
(1)機能訓練(理学療法、作業療法、運動療法)
　 専門職員が残存機能、潜在機能の発揮、体力、運 
　 動能力の向上を目指して訓練を行います。
(2)職能訓練(情報処理、職場適応)
　 就労や職場復帰を目指し、パソコン、軽作業、調理、
　 自動車運転等の訓練を行います。
(3)生活支援(生活技術・生活学習)
　 規則正しい生活の中で、様々な生活技術が身につ
　 くよう、また、趣味育成、学習などにより豊かな
　 精神生活が送れるよう指導、助言をします。
※土・日・休日を除きいつでも見学ができます。
【問合せ】笠間市鯉淵6528-2
　　　　　県立リハビリテーションセンター指導課
　　　　　℡.0296-77-8614

平成18年度自衛官募集
◎航空学生(海・空)
【応募資格】高卒(見込含)～21歳未満
【１次試験】9月23日(土)
◎一般曹候学生(陸・海・空)
【応募資格】18歳以上24歳未満
【１次試験】9月16日(土)
◎曹候補士(陸・海・空)
【応募資格】18歳以上27歳未満
【１次試験】9月16日(土)
◎２等陸・海・空士(19年3・4月入隊)
【応募資格】18歳以上27歳未満
【１次試験】男子：9月中旬以降　女子：9月25日(月)
【受付期間】8月1日(火)～9月8日(金)
【問 合 せ】自衛隊茨城地方連絡部　百里募集事務所 
　　　　　　℡.0299-52-1366

海上保安大学校・海上保安学校学生募集

【受付期間】海上保安大学校：8月24日(木)～9月5日(火)
　　　　　　海上保安学校　：7月18日(火)～8月1日(火)
【１次試験】海上保安大学校：10月28日(土)・29日(日)
　　　　　　海上保安学校 ：9月24日(日)
【受験資格】海上保安大学校は昭和61年4月2日以降、
　　　　　　海上保安学校は昭和58年4月2日以降に生
　　　　　　まれた者で高等学校を卒業した者、及び
　　　　　　平成19年3月までに卒業見込みの者
【問 合 せ】茨城海上保安部　℡.029-263-4118

平成18年度甲種(新規)防火管理講習
【日　　時】9月20日(水)～21日(木)の2日間
　　　　　　午前9時～午後4時30分
【場　　所】鹿行広域消防本部(鉾田市安房1418-15)
【定　　員】80名【受付期間】8月1日(火)～31日(木)
※締切日前でも、定員になり次第締切ります。
【申込み・問合せ】
　　　　　　　鹿行広域消防本部予防課 ℡.0291-34-7119
　　　　　　潮来消防署　　　　　 ℡.63-0119

鹿島産業技術専門学院在職者訓練講座
◎建築CAD(基礎)
【実施期日】9月1日(金)～15日(金)のうち、5日間
　　　　　　午後6時～9時
【内　　容】基本的な建築図面の作成実習
　　　　　　使用ソフト：JW-CAD(Windows)

◎建築CAD(応用)
【実施期日】9月19日(火)～29日(金)のうち、5日間
　　　　　　午後6時～9時
【内　　容】基礎を受講した方等を対象に図面課題実
　　　　　　習等
　　　　　　使用ソフト：JW-CAD(Windows)

【定　　員】各コース共20名
　　　　　　(先着順)
【受 講 料】各コース共2,900円
　　　　　　(テキスト代等含)
【受付期間】8月2日(水)～28日(月)申込みは午前9時
　　　　　　から、受講料を持参のうえ、下記まで。
【申込み・問合せ】県立鹿島産業技術専門学院　　　
　　　　　　　　　℡.0299-69-1171

不動産取得税の減額について
　住宅用土地を取得し、2年以内(平成11年4月1日から
平成20年3月31日までに土地を取得した場合3年)に新
築住宅を取得されますと、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。
　この減額は、申請により適用となりますので、土地
の不動産取得税を既に納められた方で、減額申請のお
済みでない方は、早めに申請していただくようお願い
いたします。
　このほか、中古住宅の取得につきましても、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。
【問合せ】茨城県行方県税事務所　課税第二課　　　
　　　　　℡.0299-72-0773

広報いたこ情報版　7月23日発行　発行者　潮来市長 今泉　和（広報に関するお問い合せは秘書広聴課 ℡.63-1111内線208まで）

◎常勤ヘルパー
【募集人員】1名
【応募資格】介護福祉士又は訪問介護員1級課程修了者の
　　　　　　方で市内在住の方
【勤務内容】サービス提供責任者としての業務等
【勤務時間】原則午前8時30分～午後5時30分(週40時間)
【勤務用件】週休2日制(ローテーションによる)

◎非常勤ヘルパー
【募集人員】3名程度
【応募資格】介護福祉士又は訪問介護員2級課程以上修了
　　　　　　者で、かつ、土、日、祝祭日勤務が可能な
　　　　　　市内在住の方
【勤務内容】ホームヘルプサービスに関すること
【勤務時間】原則午前8時30分～午後5時30分
【勤務用件】週実働3～4日程度

・賃　　金：当法人規定による
・雇用期間：平成18年10月1日～平成19年3月31日
　(単年度契約ですが、契約満了後も更新契約を行う　
　こともあります)
・選考方法:(1)書類選考
　　　　　 (2)面接(日程は後日連絡いたします)
・提出書類:(1)履歴書（写真貼付）
　　　　　 (2)資格を証明するもの
　　　　　 (3)常勤・非常勤の希望を明記(様式任意)
・提出場所:〒311－2421 潮来市辻765番地　
　　　　　 社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会
・受付期間:7月18日(火)～8月31日(木)(土・日を除く)
　午前9時～午後5時(郵送の場合は、8月31日必着)
【問 合 せ】社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会　
　　　　　　℡.63-1296 担当：大川・関口

ホームヘルパー募集


