
ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成18年度 第10号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
敬老会へおこしください

　多年にわたって社会に貢献された方々の長寿を祝福
し、心から敬意を表し｢平成18年度潮来市敬老会」を
下記のとおり開催いたします。
【日　時】9月16日(土)　午前8時30分～11時45分
【会　場】開花亭（潮来富士屋ホテル別館）
【日　程】午前 8時30分～ 9時20分 受付
　　　　　　　 9時30分～10時40分 式典
　　　　　　　10時40分～10時50分 行方警察署長講話
　　　　　　　11時10分～11時40分　アトラクション
　　　　　　　　　　　　(三味線 本條秀太郎先生)
【招待者】昭和10年4月1日以前に生れた方
【問合せ】潮来市介護福祉課　高齢福祉グループ　　
　　　　　℡.63-1111  内線388･393

第1回潮来旅館組合水上花火ショー
【実施期日】9月1日(金)・2日(土)の2日間
【実施場所】1日：前川水門前(常陸利根川水域)
　　　　　　2日：潮来大橋際(　　　〃　　　)
【実施時間】2日間とも午後8時～
　　　　　　(雨天決行・強風中止)
【問 合 せ】
潮来旅館組合事務局
℡.62-2150

介護サービス情報の公表が始まります
　現在、茨城県内には，在宅・施設あわせて約4,500
の介護サービス事業所がありますが、そのサービス内
容は事業所によってさまざまです。このことから、利
用者と事業所との双方に必要な情報提供のしくみとし
て、平成18年4月に｢介護サービス情報の公表｣制度が
創設されました。
【制度の内容】利用者が事業所を選択する際に必要な
情報を入手する制度であり、提供されるサービスの内
容が分かるようになりますので、利用者にあった事業
所・施設の選択に活用できます。
【公表される情報】｢職員体制｣、｢利用料金｣などの基
本的な事実情報と｢介護計画の作成に本人・家族の意
見を取り入れているか｣、｢身体拘束等の排除のための
取組みに関するマニュアル等があるか｣などの情報です。
　基本的な事実情報を除いては、茨城県が指定した調
査機関が事実確認を行います。なお、これらの情報は、
茨城県が指定した情報公表センターのホームページや
事業所などで入手できます。
【問合せ】茨城県指定情報公表センター
　　　　　社団法人茨城県福祉サービス振興会
　　　　　茨城介護サービス情報公表センター
　　　　　℡.029-241-6939　FAX.029-241-6799
ホームページ 
http://park7.wakwak.com/～iba-sinkokai/publication/index.htm

環境課よりお知らせ
◎動物愛護月間 
　9月1日から30日までは動物愛護月間です。この月間
は広く県民の間に動物の愛護と正しい飼い方について
の関心と理解を深めていくことを目的としています。
○動物を飼うときは、習性をよく理解し、終生責任を
　持って飼いましょう。
○人と動物との調和のとれた豊かな環境作りに心がけ
　ましょう。
○動物をいたわり、命を大切にしましょう。
○飼い主は、迷子札をつけるなど所有者明示をし、逸
　走防止に努めましょう。
○動物をみだりに虐待し、または遺棄した者は罰金
　(50万円以下)に処せられます。
☆大好きいばらき動物愛護フェスティバル2006
【日　時】9月23日（土）午前10時～午後2時
【会　場】茨城県三の丸庁舎広場(水戸市三の丸1-5-38)
【内　容】1.動物の正しい飼い方展
　　　　　2.子犬の譲渡（事前予約制）
　　　　　3.動物なんでも相談
　　　　　4.動物ふれあいコーナー
　　　　　5.表彰式典（入賞者、功労者等）　他
☆動物愛護絵画・ポスター・標語コンクール優秀作品展示会
【日　時】9月1日(金)～29日(金)午前10時～午後4時
※土、日、祝祭日は除く。29日(金)は午後2時まで
【会　場】茨城県動物指導センター(笠間市日沢47)

◎９月１日は、「霞ヶ浦の日」です。
　茨城県は、霞ヶ浦の富栄養化を防止し、環境の保全
を図るため1982年(昭和57年)9月1日に｢茨城県霞ヶ浦
の富栄養化の防止に関する条例｣を施行し、これを記
念し、県民の水質浄化意識を高めるためにこの日を
｢霞ヶ浦の日｣としました。

◎「霞ヶ浦野外講座」のお知らせ
＝潮来市・茨城県環境科学センター共催環境学習講座＝
【日　　時】10月15日(日)午前9時～午後3時
【会　　場】牛堀小学校校庭及び水郷県民の森
【内　　容】身近な場所で植物と魚をしらべてみよう
【募集定員】小学4年生から6年生までの児童30名
【日　　程】(霞ヶ浦環境科学センターバス使用)
　　　　　　潮来市役所 午前9時　　 発
　　　　　　牛堀出張所 午前9時15分 発
　　　　　　牛堀小学校 午前9時20分 着
　　　　　　講　　　座 午前9時40分～11時30分
　　　　　　水郷県民の森へ移動(昼食休憩)
　　　　　　講　　　座 午前12時45分～午後2時45分
　　　　　　移動(県民の森→牛堀出張所→潮来市役所)
【持参品等】昼食、飲み物、筆記用具、雨具、帽子、
タオル、動きやすい服装　【参加費】無料
【注意事項】小雨時決行、屋外が不可能な場合は室内。
天候悪化が予想される場合、前日に参加者に電話連絡。
【応募方法】電話にて下記まで①児童氏名②学年③生
年月日④住所・電話番号⑤保護者氏名⑥緊急時に連絡
が取れる保護者電話番号をご連絡ください。なお、募
集定員になり次第締め切らせて頂きます。
【応募期間】8月28日(月)～(午前9時～午後5時、土日除く)
【申込み・問合せ】潮来市環境課 環境政策グループ
　　　　　　　　　℡.63-1111 内線251～253

生涯学習課よりお知らせ
◎潮来市民ゴルフ大会参加者募集
【開 催 日】10月5日(木)
【会　　場】潮来カントリークラブ
【募集人員】200名(先着順)※同時コンペもOK
【プレー費】14,000円(税込)(申込金・プレー費・賞
　　　　　　品・参加賞・昼食・パーティー代含)
※乗用カートをご希望の方は、必ず事前に希望を出し
　てください。『IN→南』の18組限定となります。ま
　た、別途630円がかかります。(当日対応不可)
【参加資格】潮来市民及び市内に勤務されている方
【申込締切】9月11日(月)まで
【受付場所】①潮来市役所　総務課
　　　　　　②潮来市教育委員会　生涯学習課
　　　　　　③潮来グリーンランドゴルフ練習場(永山876)
※電話での申し込み及び仮予約は一切行いません。
【組合せ発表】
9月26日(火)に上記受付場所にて配布
します。組合せ決定後の申込み・変更
は出来ません。

◎インディアカ教室参加者募集
【期　　日】9月6日～10月25日　毎週水曜日　8回
【場　　所】元牛堀第一小学校体育館(市立図書館隣)
【時　　間】午後7時30分～9時30分
【募集人員】20名　【講　　師】潮来市体育指導委員
【参 加 料】1,000円（保険代）
【申込方法】所定の用紙に参加料を添え下記へ直接申込む
【申込締切】9月1日（金）午後5時

◎ソフトバレーボール教室参加者募集
【期　　日】11月1日～12月20日　毎週水曜日　8回
【場　　所】元牛堀第一小学校体育館(市立図書館隣)
【時　　間】午後7時30分～9時30分
【募集人員】20名　
【講　　師】潮来市体育指導委員
【参 加 料】1,000円（保険代）
【申込方法】所定の用紙に参加料を添え下記へ直接申込む
【申込締切】9月1日（金）午後5時
【申込み・問合せ】潮来市教育委員会　生涯学習課
　　　　　　　　　℡.64-2611 内線642・643

特定疾患治療研究事業の継続申請は
お済みですか

　潰瘍性大腸炎など国が指定した45疾患の治療を行っ
ている方で、医療費の公費負担を受けている方は、受
給者証の更新手続きが必要となります。手続きがお済
みでない方は下記にて早めに手続きを行ってください。
【対 象 者】有効期限が平成18年9月30日までの一般
　　　　　　特定疾患医療受給者証をお持ちの方
【申請期限】9月30日まで
【そ の 他】期限切れ後は医療費の補助を受けること
　　　　　　が出来ません。受給者証の円滑な発行の
　　　　　　ため、8月末までに申請をお願いします。
【手続き・問合せ】潮来保健所保健指導課　
　　　　　　　　　℡.66-2174

赤十字よりお知らせ
◎赤十字救急法短期講習会参加者募集
　国際赤十字では、毎年9月第2土曜日を｢World First 
Aid Day｣として救急法の普及に努めています。日本赤
十字社茨城県支部でも、下記の会場において心肺蘇生
法やAED(自動体外式除細動器)の取扱い、三角巾を使っ
た包帯法などの講習会を開催いたします。(受講され
た方には記念品がございます)
【日　時】9月9日(土)午前10時～正午
【場　所】中央公民館　

◎赤十字救急法フェスティバル開催のお知らせ
　赤十字では、多くの方が楽しみながら救急法の技術
に触れる機会として、救急法フェスティバルを開催し
ております。このフェスティバルでは三角巾を使った
包帯法リレーや骨折の手当ての仕方を競技するほか、
赤十字に関連した様々な活動を展示しており、皆さま
が直接体験できるコーナー（非常用炊き出し・心肺蘇
生法・ＡＥＤ・健康相談・指圧等）、お子様も喜んで
いただけるお楽しみコーナーもあります。
　競技については、事前に講習会などを通じて学んで
いただくことも出来ますので、ご家族、同僚、お友達
でのチームを作ってぜひご参加ください。見学・競技
の応援団としてのご来場もお待ちしております。
【日　時】10月22日(日)午前10時～午後3時30分
【会　場】青柳公園内水戸市民体育館
【問合せ】日本赤十字社茨城県支部　事業推進課
　　　　　℡.029-241-4516
　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.jrci.jp

全国一斉無料成年後見相談会
【日　　時】9月16日(土)午後1時～4時(受付1時～3時)
【場　　所】鉾田市中央公民館(鉾田市鉾田1444-1)
【相談内容】成年後見に関する相談
【相談方法】面接及び電話による相談
【そ の 他】面談相談を原則とさせていただきます。
　　　　　　前日までに電話にてご予約ください。
【申込み・問合せ】社団法人成年後見センター
　　　リーガルサポート茨城支部　℡.029-302-3166
　　　茨城司法書士会　　　　　　℡.029-225-0111

高齢者よい歯のコンクール
【対　　象】大正15年3月31日以前生まれで(80歳以上)、
　　　　　　ご自分の歯を20本以上お持ちの方(治療
　　　　　　されていても結構です)
【応募方法】はがき又はファックスにて、郵便番号、
住所、氏名(ふりがな)、性別、生年月日、電話番号、
かかりつけの歯科医院又は最寄りの歯科医院を記入の
うえ、下記まで申込みください。申込まれた方には、
口腔診査票を送りますので、茨城県歯科医師会会員の
歯科医院で検診を受けてください。(検診無料)
【応募期限】9月6日(水)必着
【申込み・問合せ】〒310-0911 水戸市見和2丁目292-1
　　　　　　　　　茨城県歯科医師会8020事業係
　　　　　　　　　℡. 029-252-2561　
　　　　　　　　　FAX.029-253-1075



知事と語ろう｢明日の茨城｣参加者募集
【日　　時】10月30日(月)
　　　　　　◎午前の部：10時～正午
　　　　　　　会場：鉾田市社会福祉協議会会議室　
　　　　　　　　　　(ほっとパーク鉾田隣)
　　　　　　◎午後の部：2時～4時
　　　　　　　会場：鹿嶋市商工会館
【参加資格】県内にお住まいか、勤務する20歳以上の方
【申込方法】はがき・FAX・Eメールにて、午前の部又
は午後の部を明記し、住所・氏名・年齢・性別・職業・
連絡先・電話番号を記入のうえお申し込みください。
※後日、参加の可否等を通知させていただきます。
【申込期限】9月29日(金)必着
【申込み・問合せ】〒311-1593 鉾田市鉾田1367-3
　　　　　茨城県鹿行地方総合事務所県民生活課
　　　　　℡. 0291-33-4111内線211
　　　　　FAX.0291-33-3630
　　　　　Eメール rosokenmin@pref.ibaraki.lg.jp

なめがた地域総合病院看護師募集
　患者様に「思いやりとあたたかい心」をモットーに
地域に密着した医療を目指しています。
【資　格】看護師資格取得見込者および有資格者。50
　　　　　歳位まで。Uターン大歓迎。常時面接可
【手　続】履歴書（写真）を郵送もしくは持参
【給　与】茨城県厚生農業協同組合連合会の給与体系
　　　　　(経験加算致します)
【諸手当】時間外手当・準夜深夜手当・宿日直手当・
　　　　　看護師手当・住宅手当・通勤手当等(宿舎有)
【昇　給】年1回　【賞　与】年2回
【休　日】第2、第4土曜日及び日曜祝日・年末年始の
　　　　　休日・夏期休暇・年次有給休暇
※夜勤専門看護師・パート看護師も募集しています。
【問合せ】〒311-3516 行方市井上藤井98-8
　　　　　なめがた地域総合病院
　　　　　℡.0299-56-0600
　　　　　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.ndgh.jp/

県民が選ぶ！｢いばらき100名橋｣募集
【募集する橋】・建造物として技術的に優れている橋
　　　　　　　・景観(姿や形)が美しい橋
　　　　　　　・古い歴史や伝承を持つ橋
　　　　　　　・住民の暮らしにかかわりの深い橋
　　　　　　　・産業の振興に貢献している橋　など
※茨城県内にある橋の中で車両が通行する橋のほか、
　歩行者専用の橋、観光吊り橋、水管橋なども対象。
【応募資格】茨城県内在住か通勤・通学している方
【応募方法】1.推薦する橋の①名前②所在地③推薦理
由(簡単に)、2.推薦者の住所、年齢、性別、職業、電
話番号を明記のうえ下記まで(推薦する橋は、複数可)
【締 切 り】10月15日(日)当日消印有効
【応 募 先】
○はがき・封筒：〒310-8686水戸市北見町2-15
　　　　　　　　茨城新聞社内｢いばらき100名橋｣事務局
○FAX：029-221-3126
○インターネット：http://www.ibaraki-np.co.jp
【問 合 せ】いばらき100名橋選定実行委員会事務局
　　　　　　(茨城新聞社内)
　　　　　　TEL.029-221-3158(平日午前9時～午後5時)

地域リハ・ステーション勉強会
【日　時】9月15日(金)午後7時～8時
【場　所】鹿島病院リハビリテーション室
【テーマ】みんなでつながる地域リハビリテーションの実践
【講　師】作業療法士　千田 直人 氏
【内　容】・地域リハビリテーションの考え方
　　　　　・当院の事例・活動報告等
【申込み方法】FAX又はメールに｢9月15日地域リハ・
ステーション勉強会参加申込み｣と明記し、氏名(ふり
がな)、勤務先及び所属部署、勤務先住所、電話番号、
職種を記入のうえ、下記まで申込みください。
【締切り】9月2日(土) 【定　員】50人
【問合せ】鹿島病院地域リハ・ステーション事務局 
　　　　　℡.0299-82-9552 FAX.0299-82-1824
　　　　　Eメール chiiki-r@kashimahp.jp

鹿島港魚釣園｢海釣り教室｣参加者募集
　鹿島港魚釣園では、家族みんなで安全に釣りが楽し
めるよう、子供用救命胴衣の無料貸出や、管理人が常
駐するなど安全対策に十分注意しながら、施設の管理
運営を行っております。イベント「釣り教室」は、地
域住民への施設の普及、釣りの啓発活動を目的に実施
します。
【場　　所】鹿島港魚釣園（電話 0299-82-1125）
【開 催 日】
第1回　9月10日(日)午前10時～正午
第2回　9月17日(日)　　　　〃
第3回　9月24日(日)　　　　〃
第4回 10月 1日(日)　　　　〃
※講習内容は、各回とも同じです。
【募集人数】各回10名(要予約、定員になり次第終了)
【内　　容】午前10時～　講習（釣りの基礎とﾏﾅｰ）
　　　　　　午前11時～　実技（投げ釣りの基礎）
　　　　　　正　　午　　終了
※公認ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰが丁寧に指導します。
【参 加 料】参加料は無料ですが下記の入園料が掛か
　　　　　　ります。(大人200円　小人100円)
【参加方法】釣具(竿・餌・ｸｰﾗｰﾎﾞｯｸｽ等)を持参。
※釣具をお持ちで無い場合はご相談ください。
【申込み・問合せ】鹿島埠頭㈱船舶営業課
　　　　　　　　　℡.0299-92-5551
　　　　　　　　　(受付時間午前9時～午後5時)
　ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.kashimafuto.co.jp/

ドリームフェスタIN潮来
【期　間】8月27日(日)～9月3日(日)
【場　所】潮来ふるさと館
【内　容】上記期間中、潮来ふるさと館が色とりどり
の花でいっぱいになります。また、9月3日(日)(午前
11時～午後3時)には、茨城フードフェスタや大道芸人
ショー、バザー等の催し物がおこなわれます。
※8月28日(月)はふるさと館が休館日のため、館内に
　は入れません。
【主　催】日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会
　　　　　社団法人潮来青年会議所
【問合せ】実行委員長　渡辺和也　℡.090-3498-4256
　　　　　専務理事　　高塚　誠　℡.090-4241-1175

講演会「大生古墳群が知りたい」
【日　時】9月23日(土)午前10時～(1時間程度)
【場　所】水郷県民の森ビジターセンター内
【対象者】小学生から大人まで　【参加費】無料
【主　催】潮来市風土記の里保存会
【後　援】潮来市教育委員会
【内　容】・大生古墳群について
　　　　　・大生地区の珍しい植物
【講　師】潮来市風土記の里保存会会員
※事前申込みは必要なし。ただし、当日先着30名の方
　にのみ講演会資料を配付します
【問合せ】茨城県水郷県民の森　℡.64-6420

小児救急医療講演会のお知らせ
～子どもの救急ってどんなとき？～

　子どもの成長を願う親にとって、子どもの病気やけ
がは気がかりなものです。いつもと違うことがあると、
「わあ、大変、どうしよう」とあわててしまうことが
ありませんか？ 急な症状の場合、家庭でどのように
対処したら良いのか、受診のポイントについて、講演
会を行います。
【日　時】9月20日(水)午後1時30分～3時30分
　　　　　受付午後1時～ 
【場　所】レイクエコー多目的ホール(行方市)
【講　演】｢子どもの救急ってどんなとき？｣　　　　
　　　　　―上手なお医者さんのかかり方－
【講　師】総合病院取手協同病院小児科部長
　　　　　太田　正康　先生
【対　象】乳幼児の保護者・保健師・保育士・幼稚園
　　　　　教諭・小学校教諭・地域の子育て支援従事
　　　　　者(ボランティア等)(参加は無料です)
※事前に電話にて参加申込みをお願いします。
【申込み・問合せ】潮来保健所地域保健推進室
　　　　　　　　　℡.66-2115

ヘルシーメニュー推進・受動喫煙防止
講習会

【開催日時】◎ 9月15日(金) 午後2時～4時30分
　　　　　　　会場：県立健康プラザ(水戸市)
　　　　　　◎10月20日(金) 午後2時～4時30分
　　　　　　　会場：下館保健センター(筑西市)　　
　　　　　　◎11月24日(金) 午後2時～4時30分
　　　　　　　会場：国民宿舎水郷(土浦市)
【内　　容】
1.｢食事と生活習慣病予防及び受動喫煙の防止｣
　講師：日立総合病院管理栄養士 石川 祐一 氏
2.｢ヘルシーメニューの実際(実演・試食)｣
　講師：中川学園調理専門学校料理教室代表 中川 一恵 氏
3.意見交換
【対 象 者】飲食店経営者・従業員及び消費者(食生活
　　　　　　改善推進員)
【申 込 み】下記まで電話にてお問合せください。　
　　　　　　(定員70名で締切・受講料無料)
※駐車場は混雑しますので、出来る限り相乗り又は公
　共交通機関をご利用ください。
【問 合 せ】茨城県生活衛生営業指導センター　　　
　　　　　　℡.029-225-6603

稲刈りの体験をしよう
【日　時】9月9日(土)午前9時30分～11時30分(雨天翌日)
【場　所】潮来市大洲(場所の案内については下記へ
　　　　　お問合せください。)
【準　備】稲刈りのできる服装(長袖長ズボン、運動靴、
軍手、帽子、タオル、水筒等)※鎌は用意します。
【対　象】子どもとその保護者又は稲刈り体験を希望
　　　　　したい方はどなたでも参加できます。
【問合せ】NPO法人いたこ子育て支援センター
　　　　　代表 松﨑ちか ℡.66-0125

広報いたこ情報版　8月27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）

　日頃の応援の感謝を込めて、
65歳以上のホームタウン(潮来市
他)にお住まいの方を対象に、
9月24日(日)のFC東京戦を無料ご
招待いたします。
　さらにご同伴ご家族の皆様も
特別割引価格で販売いたします。

【問合せ】
アントラーズファンクラブ事務局
℡.03-5396-1990
潮来市 企画財政課 
℡.63-1111 内線216

９月２４日(日) 鹿島アントラーズ　　FC東京　カシマサッカースタジアム １５：００キックオフＶＳ

■対　象　席：1M(1階メイン指定席)、1B(1階バック指定席)
■対象者料金：ホームタウンの65歳以上の方  無料
■ご同伴のご家族料金：1M(1階メイン指定席) 3,000円
　　　　　　　　　　　1B(1階バック指定席) 2,500円
　　　　　　　　　　　サポーターズシート　1,000円

■配布スケジュール
　９月７日(木) 潮来市役所
　９月８日(金) 牛堀出張所
　時間：午前10時～午後2時
※引換え当日は年齢の確認できるものをお持ちください。

敬老の日スペシャル「シルバーファミリーデイズ」開催６５歳以上の方無料ご招待


