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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12号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
平成19年4月に小学校入学する
お子さんを持つ保護者のみなさま

　予防接種に関する法律が改正され、以前麻しん、風
しんの予防接種をしたお子さんも２期として、小学校
入学前の１年間に、麻しん・風しん混合ワクチンの予
防接種をすることになりました。現在、保育園・保育
所・幼稚園の年長児が対象となりますので、お子さん
の体調に合わせ、接種するようお願いします。

《注意事項》
①接種方法は、個人で接種委託医療機関
　に予約し、接種をする｢個別接種｣です。
②対象は、麻しん・風しん予防接種を｢両方受けた｣、
　｢両方受けていない｣又は｢片方のみ受けた｣お子さん
③どちらかの病気にかかったことのあるお子さんは、
　かかっていない方のワクチンを接種してください。
　両方かかったお子さんは、接種する必要はありません。
④対象者の生年月日は、平成12年4月2日～平成13年4月1日
⑤接種期限は、平成19年3月31日まで
⑥接種料金は無料ですが、対象年齢や接種期限を過ぎ
　た場合は自費扱いとなりますので、ご注意ください。

《接種委託医療機関》
朝井医院    (℡.66-7677)、飯島内科      (℡.66-0280)
大久保診療所(℡.62-2506)、方波見医院    (℡.64-2714)
仲沢医院    (℡.63-2003)、延方クリニック(℡.66-1873)
船坂医院    (℡.66-1285)
【問合せ】潮来市健康増進課　℡.64-5240

道路(官有地)等の草刈りについて
　道路公園管理室では、安心で安全な通学道路の確保
と環境美化対策として、市民の皆様の周りの道路(官
有地)等の草刈りについて、ご協力をお願いしており
ます。
【問合せ】
潮来市都市建設課
道路公園管理室
℡.63-1111 内線343・350

平成19年｢新成人のつどい｣開催
【日　時】平成19年1月7日(日)午前10時30分～(受付10時)
【場　所】中央公民館　大ホール
【該当者】昭和61年4月2日から昭和62年4月1日生(該
当者の方には、11月中旬に案内状発送予定)また、就
職や進学のために転出し、現在潮来市に住民登録のな
い方で出席を希望する方は、10月15日(日)までに各公
民館(中央、潮来、津知、延方、大生原、牛堀)に来館
の上、申込書の提出をお願いします。(家族の代理可)
【問合せ】中央公民館　℡.66-0660

水郷潮来直販委員会からお知らせ
　水郷潮来直販委員会(道の駅の農産物直売所出荷団
体)では、年2回(4月及び10月)が入会月となります。
　年間とおして農産物を出荷できる方はお申込みくだ
さい。なお、委員会では、朝取り新鮮・安全・安心を
モットーに消費者のニーズにお答えできるよう努力し
ております。
【問合せ】水郷潮来直販委員会
　　　　　(潮来市農政課内取次ぎ係)
　　　　　℡.63-1111　内線265

児童手当制度改正
　4月1日より支給対象年齢が小学校3年生から、6年生
までに拡大され、併せて所得制限が引き上げられまし
た。改正に伴う新規請求は、9月30日まで受付したも
のに限り4月1日(又は支給要件該当日)にさかのぼって
支給されます。また、これまで所得制限により児童手
当を受給していない保護者の皆様については、所得制
限の引き上げにより、新たに児童手当を受給できる場
合がありますので、詳しくは下記までお問合せくださ
い。該当となる場合、手続きが必要となります。
所得制限限度額表(生計を主にたてている方の年間所得)
 扶養親族　国民年金加入の方　厚生年金等加入の方
　 の数　　　　（万円）　　　　　 （万円）
　 ０人 　 　　　４６０　　　　     ５３２
　 １人　 　　　４９８　　　　　　 ５７０
　 ２人　　　　 ５３６ 　　　６０８
　 ３人　　　　 ５７４ 　　　６４６
　 ４人　　　　 ６１２ 　　　６８４
　 ５人 　　　　 ６５０ 　　　７２２
【問合せ】潮来市社会福祉課　子育て支援室 
　　　　　℡.63-1111　内線386

市立図書館からお知らせ
◎藤井いづみ先生(白百合女子大学非常勤講師)による
　語り聞かせ
【日　時】10月21日(土)各時間30組の親子募集(申込順）
午後2時  (0歳～4歳)わらべうた他
午後2時半(5歳～小学生)語り　やせたメンドリほか
【申込み】図書館カウンター、電話、FAXにて申込み。
◎10月の図書館カレンダー
　10月は特別整理期間のため、10月2日(月)～6日(金)
は休館です。なお、9月26日(火)～10月1日(日)は貸出
冊数を増やします。(図書20点、視聴覚5点、雑誌5点)
【申込み・問合せ】市立図書館 (担当:船倉、堀内)
　　　　　　　　　℡.80-3311 FAX.64-5880 

平成18年度｢潮来市青少年のつどい｣
【期　日】10月14日(土)午後1時～3時30分(受付:12時30分～)
【会　場】アイモア2階　JOYホール
【内　容】◎小学生発表『ぼくの夢わたしの夢』
　　　　　　発表者：市内各小学校5年生児童7人
　　　　　◎中学生発表『中学校生活で感じていること』
　　　　　　発表者：市内各中学校生徒4人
　　　　　◎高校生発表『高校生の主張』
　　　　　　発表者：潮来高校生代表2人
　　　　　◎アトラクション(日の出小吹奏楽部)
【問合せ】潮来市生涯学習課 生涯学習グループ
　　　　　℡.64-2611 内線633

合同介護者教室
　うつ病は誰もがかかる可能性のある病気です。本人
や周囲の人達がうつ病の危険サインに早く気づく為に、
またいつまでも健やかに過ごせるよう講演会を開催。
【日　時】10月12日（木）午後2時～3時30分
【場　所】かすみ保健福祉センター
【内　容】(1)うつ病の兆候とかかりやすい生活背景
　　　　　(2)うつ病にならない為の生活の工夫
　　　　　(3)治療と相談窓口
【講　師】鹿島病院副院長・老人性認知症センター長
　　　　　高浜　浩輔　医師
【申込み・問合せ】在宅介護支援センターあやめ
　　　　　　　　　℡.80-2223 鬼沢・堀越・君和田
　　　　　　　　　在宅介護支援センター福楽園
　　　　　　　　　℡.64-6767 岩田・甲斐・茂木

いきいきITAKOスポーツクラブから
お知らせ

◎裏磐梯五色沼ハイキング参加者募集
【日　　時】11月5日(日)午前5時出発予定
【行　　先】裏磐梯五色沼　吾妻スカイライン
　　　　　　五色沼　　ハイキング:約1時間
　　　　　　吾妻小富士　　〃　　:約40分(希望者)
【参 加 費】会員以外 大人:5,500円 中学生以下:4,500円
　　　　　  会員　　 大人:4,500円 中学生以下:3,500円
【募集定員】40名(定員になり次第締切)
【申込場所】延方公民館
【申込日時】10月6日(金)午後7時～9時
　　　　　（参加費を添えてお申し込みください）
◎第２回絵はがき教室参加者募集
【日　時】10月～3月 毎月第2・4月曜日 計12回
【時　間】午後1時30分～3時30分
【会　場】いきいきITAKOスポーツクラブクラブハウス
　　　　（旧八代小学校）
【講　師】河瀬 治孝先生
【受講料】一般:2.000円 会員:1.000円
【申込み・問合せ】いきいきITAKOスポーツクラブ　
　　　　　℡.64-5886(月・水・金 午後1時～4時)

第３回水郷潮来月まつり
【期　間】10月6日（金）～8日（日）
【会　場】前川あやめ園ほか
◎｢夕日クルーズ舟｣10月6日(金)、7日(土)
　午後4時頃～日没に合わせて出港(約40分)
【乗舟料】1人1，000円 小学生以下500円(乳幼児無料)
◎｢水郷月見屋形舟｣10月6日(金)、7日(土)
　午後5時30分以降(約2時間コース/時間応相談)
【乗舟料】食事付1人5,000円～(要予約10名～)
◎｢水灯りの遊覧舟｣10月7日(土)満月
　午後5時30分～7時30分(最終舟)前川あやめ園ろ舟乗
　り場より乗船(約40分・手漕ぎろ舟)
【乗舟料】1人1，000円 小学生以下500円(乳幼児無料)
◎｢潮来舟遊舞台｣10月8日(日)開場午後5時30分
【入場料】3，500円（全席自由）
【場　所】前川あやめ園特設水上ステージ
　　　　(雨天時は潮来公民館)
【内　容】川越しに観る幽玄の世界
第一部／ふるさとの伝統文化　午後6時～
　　　　観光協会芸能部によるあやめ踊り、芸座演奏等
第二部／日本伝統文化　午後7時10分～
　　　　津軽三味線：潮来在住の津軽三味線奏者
　　　　　　　　　　「東原正絃」さんの演奏 
　　　　薪　　　能：演目『船弁慶』(ふなべんけい)
※天候等により会場変更や中止の場合がございます。
【問合せ】水郷潮来観光協会　℡.63-3154
ホームページアドレス　http://www.e-tabi.org

ごみの分別を徹底しましょう！
　最近、集積所に出されるごみで分別が悪いものがあ
ります。分別が悪いものは、回収できません。ごみを
出す前にもう一度、分別ポスターで確認しましょう。
　また、ごみを出す時刻は、当日午前6時から8時まで
の時間帯です。(分別ポスターは、環境課、牛堀出張
所、市内の公民館に置いてあります。)
【問合せ】潮来市環境課 ℡.63-1111内線251～253

潮来市制施行５周年記念事業 ＮＨＫスポーツパーク「松岡修造のテニスパーク」
【日　時】１１月１９日(日)午前９時～午後３時 【会　場】中央公民館 体育室
【内　容】①｢ジュニアクリニック｣松岡修造さんが小中学生に直接指導！楽しみながらレベルアップするテニス教室
　　　　　　・対　　象:小学校５年生～中学生までの軟式テニス経験者・募集人数:約20名(往復はがきで申込む)
　　　　　②｢一般クリニック｣松岡修造さんが直接指導する、技術の向上を目指した本格的な硬式テニス教室
　　　　　　・対　　象:高校生以上の中・上級者・募集人数:約20名(往復はがきで申込む)
　　　　　③｢ショートテニス体験コーナー｣ミニネット、スポンジボール、短いラケットを使用しショートテニス体験
　　　　　　・対　　象:限定なし　参加自由
　　　　　④｢修造にチャレンジ｣松岡修造さんと１球だけ打ち合える。ポイントを取れればプレゼント有り
　　　　　　・募集人数:当日30名募集
　　　　　⑤｢松岡修造トークショー&お楽しみ抽選会｣観覧自由
【申込み】①②のクリニックに参加希望の場合は事前申込みが必要となりますので、往復はがきに、住所・氏名・
　　　　　電話番号・年齢・希望のコーナー・テニス歴を明記し下記まで申込みください。
　　　　　<あて先>〒311-2495 潮来市牛堀17 潮来市役所牛堀出張所 生涯学習課｢テニスパーク(クリニック名)｣係
※応募は1人1通に限る。また、応募多数の場合は抽選のうえ参加整理券を発送します。
【締切り】10月26日(木)必着　【参加費】無料
※当日は、上履き用スポーツシューズ・下足入れ袋持参。また、①②参加者は各自ラケットを持参してください。
【問合せ】潮来市生涯学習課 スポーツ振興グループ ℡.64-2611 内線641・642 FAX.64-5959



大好きいばらき地域づくり県民大会

【日　時】10月19日(木)午後1時～4時
【場　所】県民文化センター(水戸市)
【定　員】1,800名(先着順) 入場無料
【内　容】・｢いばらきイメージアップ大賞｣表彰式
　　　　　・｢ご近所の底力大賞｣表彰式
　　　　　・基調講演『ふるさとは人生の足腰』
　　　　　　講師：重松 清氏(作家)
【問合せ】大好きいばらき県民会議 ℡.029-224-8120

鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会

◎いきいきグラウンドゴルフ大会参加者募集
【日　　時】10月11日(水)午前9時30分～(雨天順延)
【場　　所】玉造高須崎運動公園(行方市)
【募集人員】約150名【参加費】無料
【持参する物】飲食物・グラウンドゴルフ用具
【申込方法】ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号を
　　　　　　記入し下記まで申込み。
【申込期限】10月5日(木)まで(必着)
【申込み・問合せ】〒311-2402 潮来市大生573-5
鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会　スポーツ部会
篠崎 亨 ℡.67-5108

◎｢生きがいづくり教室｣バスツアー参加者募集
【期　　日】10月27日(金)
【内　　容】アサヒビール茨城工場、
　　　　　　筑波宇宙センター他の見学
【参加資格】60歳以上の方
【定　　員】180名(鹿行地域合計)
【乗車場所】・潮来市営駐車場(アイモア隣)
　　　　　　・行方市麻生公民館
【参 加 費】500円(昼食・飲物は各自持参)
【申込方法】往復ハガキに住所、氏名(2名以内)、年齢、
　　　　　　電話番号、生年月日、希望乗車場所、返
　　　　　　信先宛名を記入し下記まで申込み。
【申込期限】10月2日(月)～5日(木)まで(消印有効)
【申込み・問合せ】〒314-0031　鹿嶋市宮中8-8-12
鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会　生きがい部会
角南 好彦 ℡.0299-83-4721

人工肛門(膀胱)の方の医療講習会

【日　時】10月8日(日)午前10時～午後3時
【場　所】水戸市福祉ボランティア会館2階
【講　師】小室 安宏 先生(県立中央病院外科医長)
【その他】参加費無料、装具の展示・説明あり。
※車の場合は市営駐車場をご利用ください。(一部有料)
【申込み】電話にて下記まで。(締切10月1日(日))
【申込み・問合せ】(社)日本オストミー協会
　　　　　　　　　℡/FAX.029-225-2209 担当：柳橋

社会福祉士国家試験

【試 験 日】平成19年1月28日(日)
【願書受付】受付中～10月6日(金)まで(消印有効)
【受 験 料】11,000円
※試験に関する詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】(財)社会福祉振興・試験センター
　　　　　　℡.03-3486-7521

地域創業助成金
　地域に貢献する産業(サービス10分野)と地域重点産
業の創業を行う法人を設立又は個人事業を開業する者
に対して創業経費及び雇い入れ経費について助成する
制度で、継続して雇用する労働者を2人以上(うち1人
以上は非自発的離職者)を雇用したした場合に、創業
に係る経費及び労働者の雇い入れ経費について経費の
3分の1(最高500万円)を支給する助成制度です。
〈サービス10分野〉
①個人向け・家庭向けサービス、②社会人向け教育サ
ービス、③企業・団体向けサービス、④住宅関連サー
ビス、⑤子育てサービス、⑥高齢者ケアサービス、⑦
医療サービス、⑧リーガルサービス、⑨環境サービス、
⑩地方公共団体からのアウトソーシング
〈地域重点分野〉
①飲食料品小売業、②その他の小売業、③一般飲食店
＊業種によっては助成を受けられない場合もあります
　ので、詳細については下記にお問い合わせください。
【問合せ】(社)茨城県雇用開発協会 ℡.029-221-6698

水郷(みずのさと)の音楽会
楽しいお話とクラシック音楽のひととき
【日　　時】10月28日(土)午後6時30分開場 7時開演
【会　　場】潮来公民館大ホール
【入場整理券】1,200円　全席指定　
※未就学児の入場はお断りさせていただきます。
【販売開始】9月28日(木)～
【取扱時間】午前9時～午後5時まで
【問 合 せ】潮来公民館　℡.62-3522
　　　　　　午前9時～午後5時まで（月曜休館）

潮来市制施行５周年記念協賛事業
第３回舞踊連盟百扇会発表会

潮来に古くから伝わる踊りなどを披露します。
【日　  時】10月7日(土)午前10時～
【場　  所】アイモアジョイホール（入場無料）
【ゲ ス ト】軽部 美智子（キングレコード専属）
　　　　　　一文字 辰也（コロンビア専属）
【友情出演】鳳弥の輔（分家家元：潮来市出身）
【問 合 せ】加治 三与　TEL.66-6765

水郷まちかどギャラリーからお知らせ

◎エクリュ・キルトスタジオパッチワーク作品展
【期　間】9月27日(水)～10月1日(日)
【内　容】パッチワーク作品展示
◎第10回潮来陶芸クラブ展
【期　間】10月7日(土)～15日(日)
【内　容】陶芸作品展示
【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

ふるさと館押し花作品展

【期　　間】9月23日(土)から11月5日(日)
【場　　所】潮来ふるさと館　展示室
【体験会日時】10月14日(土)、15日(日)
　　　　　　　午前10時～午後3時(正午～午後１時休み)
【体験会料金】ハガキ1枚200円・ランチョンマット300円
【問 合 せ】潮来ふるさと館　℡.62-2336

障害者就職面接会
【日　時】10月4日(水)午後1時～
【場　所】鹿島セントラルホテル新館
【問合せ】ハローワーク常陸鹿嶋　℡.0299-83-2318

調理実習～秋を楽しむ料理～
◎介護者教室
【日　時】9月30日(土)午前9時30分～正午
【場　所】延方公民館
【講　師】あやめ荘 栄養士 浅井 真純氏
【その他】エプロン持参、参加費無料
【問合せ】潮来市在宅介護支援センターあやめ
　　　　　℡.80-2223

鹿島アントラーズユースチーム選考会
【日　　時】10月15日(日)午前8時30分集合(雨天決行)
【場　　所】鹿島アントラーズクラブハウス
【持 参 品】サッカーの出来る服装、スパイク
【募集対象】2種ユース(18歳未満、高校生クラス)の
　　　　　　新1年生(06年現在中学3年生で07年より
　　　　　　ユースチームに参加したい方)
【募集人数】約10名【選考会参加費】3,000円
【申込期限】10月10日(火)必着
※詳細については下記までお問合せください。
【問 合 せ】(株)鹿島アントラーズFC
　　　　　　℡.0299-84-6815 ユース担当:黒崎、古賀

第8回ＷＪＢＬ女子バスケ鹿嶋大会
【日　時】10月1日（日）午後2時～
【対戦カード】ＪＯＭＯサンフラワーズ ＶＳ 
　　　　　　　　　　　　　アイシンＡＷウィングス
【入場券】高校・一般1,500円(前売)、2,000円(当日)
　　　　　中学生　　　800円(前売)、1,000円(当日)
　　　　　小学生　　　500円(前売)、　800円(当日)
【会場・購入先】カシマスポーツセンター
【その他】当日9時30分より、鹿行地区ミニバスケット
ボールによるエキシビジョン・ゲーム、12時30分より
アトラクション有り(歌謡ショー、Ｗダッチ)
【問合せ】大会本部　℡.080-1291-5403

無料相談のお知らせ
◎行政書士無料相談会
【日　時】10月8日(日)午前10時～午後4時
【場　所】ショッピングセンターチェリオ2階(鹿嶋市)
【内　容】許認可関連、会社設立、相続など行政書士
　　　　　に関する業務全般
【問合せ】茨城県行政書士会　℡.029-305-3731
◎司法書士無料法律相談会
【日　時】10月7日(土)午前10時～午後3時
【場　所】鹿嶋市立三笠公民館2階(鹿嶋市役所敷地内)
【内　容】登記、供託、訴訟書類の作成等、司法書士
　　　　　の業務に関する相談
【問合せ】茨城司法書士会　℡.029-225-0111
◎不動産鑑定士無料相談会
・水戸会場【日　時】10月2日(月)午前9時30分～正午
　　　　　【会　場】水戸市役所1階ロビー
・土浦会場【日　時】10月3日(火)午前9時30分～正午
　　　　　【会　場】県南生涯学習センター5階(ウラ
　　　　　　　　　　ラビル内)
・牛久会場【日　時】10月4日(水)午前9時30分～正午
　　　　　【会　場】牛久市中央生涯学習センター2階
・日立会場【日　時】10月5日(木)午前10時～正午
　　　　　【会　場】日立シビックセンター5階
【内　容】不動産価格等、不動産鑑定士に関する相談
【問合せ】(社)茨城県不動産鑑定士協会
　　　　　℡.029-246-1222
◎無料法務総合相談会
【日　時】10月1日(日)午前10時～午後4時
【場　所】ショッピングセンターチェリオ2階(鹿嶋市)
【内　容】登記、供託、戸籍、国籍、人権擁護など法
　　　　　務局の取り扱う業務に関する相談
【問合せ】水戸地方法務局総務課　℡.029-227-9911
◎無料年金電話相談会
【日　時】10月5日(木)・19日(木)午前10時～午後3時
【専用ダイヤル】電話　０２９－２３２－０４０２
【内　容】年金について社会保険労務士に関する相談
【問合せ】茨城県社会保険労務士会
　　　　　℡.029-226-3296

広報いたこ情報版　9月24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）

犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射(追加集合注射追加集合注射)のお知らせのお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射(追加集合注射追加集合注射)のお知らせのお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射犬の登録と狂犬病予防注射(追加集合注射追加集合注射)のお知らせのお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射(追加集合注射)のお知らせ

 9:30～11:30　 潮来市役所 牛堀出張所

13:00～15:00　 潮来市役所 本庁舎

実施日

平成平成1818年1010月1515日(日)

　まだ登録していない犬（新規登録）　　　　　　登録している犬

○新しく犬を飼った場合　　　　　　 ○登録はしているが、今年度狂犬病予
○平成7年度以降登録をしていない犬　　防注射を受けていない犬

　　　　　　5,3005,300　円　　　　　　　　　　 3,3003,300　円
登録手数料　　　　　　　　2,000円　狂犬病予防注射料金　　　　　2,950円
狂犬病予防注射料金　　　　2,950円　狂犬病予防注射済票交付手数料　350円
狂犬病予防注射済交付手数料　350円
○印鑑　○上記料金　　　　　　　　 ○印鑑　○上記料金

　対　象

　料　金

必要なもの

【問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111 内線252

○生後91日以上の飼い犬は、
　狂犬病予防法により[登録]
　及び[狂犬病予防注射]を受
　けなければなりません。
○すべての飼い犬が対象です。

道の駅いたこ
北海道物産展

【期　間】
9月27(水)～
　　　10月1日(日)
午前9時～午後6時
【場　所】
道の駅いたこ　
ひかりの広場
【内　容】
鮮魚、珍味など海
の幸がいっぱい！
【問合せ】
道の駅いたこ 
℡.67-1161 
担当:森内


