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平成18年度 第13号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
市制施行５周年記念事業
潮来市防犯の集い

　　　～みんなで　つくろう　安心の街～
【日　時】10月22日(日)午後1時30分～4時
【場　所】潮来公民館　大ホール
【内　容】第1部 防犯活動報告
　　　　　第2部 防犯コンサート(茨城県警察音楽隊)
　第１部では、市内において防犯活動に取組んでいる
団体の代表の方々から、日ごろの活動をご紹介いただ
き、その後、行方署から自主防犯活動についてのアド
バイスをもらい、安心・安全なまちづくりを考えて行
くものです。
　第２部では、茨城県警察音楽隊のコンサートをお楽
しみください。是非、皆さんで参加してください。
【問合せ】
潮来市総務課　
交通防災グループ
℡.63-1111 内線234・235

秋の行政相談週間
10月16(月)日～22日(日)

　毎日の暮らしの中で、役所の仕事についての苦情や
意見、要望はありませんか。行政相談員は、皆さんの
相談相手として役所の仕事(国・県・市町村・JR・NTT
等の仕事)に関する苦情などの相談を受け付けており
ます。秘密は守られますのでお気軽にお尋ねください。
【日　時】・10月18日(水)農村高齢者センター
　　　　　　午後1時～3時　相談委員 木内 洋子さん
　　　　　・10月18日(水)牛堀公民館
　　　　　　午後1時～3時　相談委員 姥貝 好雄さん
【問合せ】
潮来市秘書広聴課　
℡.63-1111 内線205

潮来市コスモスまつり 農業感謝デー
【日　時】10月15日(日)　※荒天の場合10月21日(土)
　　　　　午前11時～午後1時頃(無くなり次第終了と
　　　　　させていただきます。)
【場　所】上戸川コスモス団地
【内　容】
◎無料サービス：地元産米のおにぎり、みそ汁、もち、
　　　　　　　　ポン菓子、焼き芋等
◎農産物直売：地元産野菜等
※花の摘み取りは、10月15日(日)
　以降にお願いします。
【問合せ】
潮来市農政課　℡.63-1111　内線264

第16回水郷潮来クロスカントリー
参加者募集

　全国植樹祭が開催された水郷県民の森において、水
郷潮来クロスカントリーが開催されます。自然豊かな
林間コースと県内唯一のクロスカントリーを是非体験
してみてください。
【期　　日】12月3日(日)(小雨決行、荒天の場合中止 
　　　　　　態度決定は当日午前6時)
【会　　場】茨城県水郷県民の森　野外活動広場
【日　　程】選手受付午前8時～9時 開始時間午前9時
【参加対象】小学生以上のアマチュア競技者で健康に
　　　　　　自信のある方
【種　　目】
☆小学1・2・3・4年生:男子・女子の部(1,200m)
☆小学5・6年生:男子・女子の部(1,600m)
☆中学生:男子・女子の部(3,500m)
☆一般・高校生:男子・女子の部(7,200m)
【コ ー ス】水郷県民の森　特設コース
【参 加 費】高校生以上一般:1,000円　　
　　　　　　市外小・中学生:  500円　　
　　　　　　市内小・中学生:  200円
※申込後の参加料はいかなる場合においても返金いた
　しませんのでご了承ください。
【申込方法】申込書に必要事項を記載のうえ、参加費
　　　　　　を添えて、郵便振込にて申込みください。
(当日参加受付はいたしません。当日支払いも無効です)
【申込締切】10月31日(火)消印有効
【問 合 せ】潮来市教育委員会生涯学習課内
　　　　　　水郷潮来クロスカントリー事務局
　　　　　　℡.64-2611　内線642・643
※当日は上記℡にて午前6時30分～7時30分の間応対

市民スポーツ大会水泳の部参加者募集
【期　　日】11月12日(日)午前9時30分開会式
【会　　場】市民プール(前川)
【参加資格】潮来市民及び潮来市民プール利用者で健
　　　　　　康な小学生以上の男女
【種　　目】①自由形、②背泳、③バタフライ、④平
　　　　　　泳ぎ、⑤個人メドレー、⑥25ｍビート板
　　　　　　キック(小学校低学年と50歳以上のみ)
【申込方法】市民プールにある申込用紙で申込む。　　
　　　　　　１人２種目までエントリー可能。
【申込期限】10月31日(火)まで
【参 加 費】1,000円（高校生以下は無料）
【問 合 せ】潮来市生涯学習課　℡.64-2611 内線642
　　　　　　市民プール　　　　℡.66-7511

まちかどギャラリーからお知らせ
◎第5回なめがた写真研究会展
【期　間】10月17日(火)～22日(日)
【内　容】写真展示

◎小屋野幹雄絵画展
【期　間】10月28日(土)～11月5日(日)
【内　容】絵画展示
【問合せ】水郷まちかどギャラリー(月曜休館)
　　　　　℡.63-3113

住まいの防犯対策 我が家は安全ですか？
茨城県消費生活講演会

　大切な我が家を守るため、一緒に防犯チェックをし
てみませんか？
【日　時】11月16日(木)午後1時30分～3時
【場　所】鉾田合同庁舎
【申込み】電話にて下記までお申込みください。
【締切り】11月2日(木)
【参加費】無料
【問合せ】茨城県鹿行地方総合事務所県民生活課　
　　　　　消費生活担当　℡.0291-33-4111 内線212

｢カシマウェルネスプラザ｣スタート
　鹿島アントラーズでは、カシマサッカースタジアム
を利用してメタボリックシンドローム対策をメインと
した健康プログラム｢カシマウェルネスプラザ｣をスタ
ートします。個人毎の健康測定を行った後、一人ひと
りにあったプログラムを提供していきます。
　今回は来年度からの本スタートに向けての施行期間
とし、アンケートやモニター協力していただくことに
より無料で参加することが出来ます。(誰でも自由に
利用できるウォーキングスペースも完成しました)
【開 始 日】10月11日(水)～
【開館時間】10月:毎週火～金曜日午前10時～午後4時
【プログラム】ウォーキングの基礎、シェイプアップト
　　　　　　レーニング、深呼吸法、ストレッチの基
　　　　　　礎、ターゲットシュート、フォークダン
　　　　　　スなど20種類以上(11月からは最新機器
　　　　　　を設置したマシンジムもスタート)
【申込方法】10月11日以降の開館時間に、カシマスタ
　　　　　　ジアムバックスタンドにあるウェルネス
　　　　　　プラザ受付に直接お越しください。
【問 合 せ】
カシマサッカースタジアム ℡.0299-84-6622
ホームページ
http://www.so-net.ne.jp/antlers/kashima-stadium/

リウマチ教室
【日　時】11月5日(日)午後1時30分～4時
【場　所】つくば国際会議場(つくば市)
【講　演】｢関節リウマチ治療の進歩とその注意点｣
【講　師】伊藤 聡 先生(筑波大学附属病院 膠原病リ
　　　　　ウマチアレルギー内科)
【相談会】伊藤 聡 先生(筑波大学附属病院 膠原病リ
　　　　　ウマチアレルギー内科)
　　　　　林　太智先生(水戸済生会総合病院 リウマ
　　　　　チ膠原病科)
※個別に相談にのっていただきます。
【主　催】(社)日本リウマチ友の会茨城支部
※エレベーター、車いす用トイレあり。
※入場無料、予約不要(どなたでも入れます)
【問合せ】西野 美千子　℡.66-6883

ボーイスカウト隊員募集説明会
ボーイスカウト神栖第１団　隊員募集説明会
【日　　時】10月22日(日)午後2時～3時
【場　　所】神栖市中央公民館
【募集対象】幼稚園(保育園)年長児～小学4年生まで
　　　　　　の男子・女子
【問 合 せ】石原 美和子　℡.0299-93-5363

クラシックカーレース
ラ・フェスタ・ミッレミリア2006

　道の駅いたこがクラシックカーレースの中継ポイン
トになります。堺正章さんや近藤真彦さんなど、タレ
ントや著名人の乗った珍しいクラシックカー約120台
が立ち寄ります。ぜひ見に来てください。
【日　時】
10月17日(火)
午前9時10分～10時10分頃(予定)
※10月14日(土)～15日(日)には｢道の駅いたこ収穫祭｣
　が行われます。(農産物抽選会等)詳細は下記まで
【問合せ】道の駅いたこ℡.67-1161

潮来市職員（保健師）採用試験案内
潮来市職員採用試験を次のとおり行ないますのでお知らせします。
【試 験 日】１１月１６日（木）
【受付期間】１０月１０日（火）～１０月２７日（金）
【職　　種】保健師
【採用予定】１名（昭和46年4月2日以降に生まれた人で、保健師の免許取得者、または平成19年3月末までに実
　　　　　　　　　施される国家試験により取得見込みのある人）
【試験内容】面接試験、適性検査、書類検査
【採用時期】平成19年4月1日予定
【申込資料(申込用紙、募集要項等)請求方法】
①郵送による請求
　封筒の表に｢職員採用試験申込用紙請求｣と朱書きし、あて先を明記した書面と120円切手を同封してください。
②直接来庁による請求
　市役所総務課(2階)にてお渡しします。
※詳細については、募集要項をご覧ください。
【申込資料請求・問合せ】〒311-2493 潮来市辻626番地 潮来市総務部総務課
　　　　　　　　　　　　℡.63-1111  内線222・223



《発　　表　　の　　部》

　民謡・民舞
【期　　日】11月10日(金)午前9時30分～正午、
　　　　　　12時45分～1時45分、2時30分～6時
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会民謡・民舞・新舞踊
　　　　　　加入の会員及び市内在住の愛好会
【申 込 先】草野 常雄(小泉2530-5) ℡.66-2156

　邦　　楽
【期　　日】11月10日(金)　　 正午～12時45分
　　　　　　　　　　　午後1時45分～ 2時30分
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会邦楽部加入の会員及
　　　　　　び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】仲澤 永勧(築地142-1) ℡.63-0292

　カラオケ
【期　　日】11月11日(土)
　　　　　　午前9時30分～12時30分
　　　　　　午後1時15分～ 2時15分
　　　　　　午後3時　　～ 6時
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市各地区公民館カラオケ講座終
　　　　　　了生及び市内在住の愛好家
【申 込 先】仲澤 永勧(築地142-1) ℡.63-0292

　手　　品
【期　　日】11月11日(土)
　　　　　　 　12時30分～1時15分
　　　　　　午後2時15分～3時
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会手品部加入の会員及
　　　　　　び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】坂井 勝(牛堀904-4) ℡.64-2081

　郷土芸能
【期　　日】11月11日(土)午後6時～6時30分
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会郷土芸能部加入の会
　　　　　　員及び市内在住の愛好団体並びに愛
　　　　　　好者
【申 込 先】大川 敬文(潮来6065) ℡.63-3369

　大 正 琴
【期　　日】11月12日(日)午前9時30分～10時30分
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会大正琴部加入の会員
　　　　　　及び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】鈴木 光子(日の出2-27-38)
　　　　　　℡.66-6423

　コーラス
【期　　日】11月12日(日)午前10時30分～11時
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会音楽部加入の会員及
　　　　　　び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】石原 佳代子(香取市篠原口389-2)
　　　　　　℡.0478-56-0776

　フォークダンス
【期　　日】11月12日(日)
　　　　　　午前11時～正午
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会フォークダンス部加
　　　　　　入の会員及び市内在住の愛好団体並
　　　　　　びに愛好者
【申 込 先】萩原 昌子(島須1992) ℡.64-6254

　フラダンス
【期　　日】11月12日(日)
　　　　　　午前11時～正午
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会フラダンス部加入の
　　　　　　会員及び市内在住の愛好団体並びに
　　　　　　愛好者
【申 込 先】志村 乃婦(清水566-1) ℡.64-6587

　ギターアンサンブル
【期　　日】11月12日(日)正午～12時30分
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会ギターアンサンブル
　　　　　　部加入の会員及び市内在住の愛好団体並
　　　　　　　びに愛好者
【申 込 先】滝ヶ崎 宣男(日の出3-2-23)
　　　　　　℡.090-4127-1574

　吟詠・剣詩舞
【期　　日】11月12日(日)12時30分～3時
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会吟詠部加入の会員及
　　　　　　び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】大川 吾風(釜谷59-2) ℡.67-5176

　邦舞
【期　　日】11月12日(日)午後3時～4時30分
【場　　所】潮来公民館大ホール
【参加資格】潮来市文化協会邦舞部加入の会員及
　　　　　　び市内在住の愛好団体並びに愛好者
【申 込 先】香取 トキ子(潮来103-2) 
　　　　　　℡.63-1008

《展　　示　　の　　部》

【期　　日】11月10日(金）～12日(日）
　　　　　　午前9時～午後4時30分
　　　　　　(12日は午後3時まで)
【場　　所】中央公民館(本館・体育室・工作室)
　　　　　　水郷まちかどギャラリー、旧所家住宅
【搬　　入】11月 9日(木)午前10時～正午
【飾り付け】11月 9日(木)午後 1時～4時
【搬　　出】11月11日(日)午後 3時～4時

　華 道 展
【内　　容】立華・生花・投入れ・自由花・その他
【出品資格】潮来市文化協会華道部加入の会員及
　　　　　　び潮来市内在住者、市内在勤者、本
　　　　　　市出身者
【会　　場】中央公民館大ホール
【申 込 先】平瀬 カウ(大塚野2-17-7)
　　　　　　℡.63-2602

　美術展
　(絵画・書道・写真・水墨画)
【内　　容】絵画・写真・書道・水墨画
【出品資格】潮来市内在住者、市内在勤者、本市
　　　　　　出身者
【出品の大きさ】
絵画・・・60号以内6号までのもので額面とし枠
　　　　　縁をつける等出品者において適当に装
　　　　　飾整備する。(油彩・水彩・日本画・
　　　　　パステル)
書道・・・①半切は縦のみ、②半切二分の一は　
　　　　　縦・横自由、③全紙二分の一(仕上り
　　　　　90cm×90cm以内)以上を軸装、又は額
　　　　　装とする。尚、釈文を添付する
写真・・・四つ切り以上で全紙まで(白黒・カラ
　　　　　ー共)で額入り又はパネル張りとする。
水墨画・・色紙又は大色紙その他で額入りとする。
　　　　　(掛け軸も可)
【会　　場】中央公民館体育室
【申 込 先】
絵　画：草野 好夫(潮来1256-9) 　℡.63-3113
書　道：関野 桂子(潮来494-1） 　℡.62-2521
写　真：内山 貞男(辻66) 　　　　℡.62-4088
水墨画：深谷 文子(大塚野2-23-1) ℡.63-2677

　保育園(所）・幼稚園作品展
【内　　容】絵画・ペン字
【出品資格】潮来市内の保育園(所）・幼稚園児
【出品の大きさ】担任の先生に一任いたします。
【会　　場】中央公民館体育室

　潮来教育部会児童生徒作品展
【内　　容】絵画・書道
【出　　品】潮来市立小中学校児童生徒（代表）
【出品の大きさ】
絵画：ヨコ60cm、タテ45cm以内
書道：半紙又は小学1、2年生は硬筆
【会　　場】中央公民館体育室

　文 芸 展
【内　　容】俳句、短歌、俚謡、詩などの自由作
　　　　　　品を短冊、色紙、仮巻にしたためて
　　　　　　出品する。
【出品資格】潮来市文化協会文芸部加入の会員及
　　　　　　び潮来市内在住者、市内在勤者、本
　　　　　　市出身者
【会　　場】中央公民館２階研修室
【申 込 先】篠塚 育三(日の出8-20-22) 
　　　　　　℡.66-0615

　盆 栽 展
【内　　容】一般盆栽外・らん・おもと・野草な
　　　　　　どの盆作りのもの
【出品資格】潮来市内在住者、市内在勤者、本市
　　　　　　出身者
【会　　場】中央公民館大ホール
【申 込 先】高橋 治(辻247-1) 
　　　　　　℡.62-2643

　陶 芸 展
【内　　容】陶　器
【出品資格】潮来市内在住者、市内在勤者、本市
　　　　　　出身者
【会　　場】中央公民館工作室
【申 込 先】柴原 成男(潮来970-3) 
　　　　　　℡.62-3764

　着　　装
【テ ー マ】きものの歴史
【内　　容】縄文、奈良、平安時代～江戸、現代
　　　　　　の着物の歴史や着物を着る楽しさを
　　　　　　体験する
【受付時間】10日(金)・11日(土)午前11時～午後3時
　　　　　　12日(日)　　　　　午前10時～正午
【募　　集】小・中学生、高校生、一般の方で、
　　　　　　今回は女性に限ります。
【会　　場】中央公民館2階和室
【申 込 先】山田 教子(潮来213-4) 
　　　　　　℡.62-3168

　高齢者各施設利用者展
【内　　容】書道・手芸・生花・その他
【出品資格】鹿行潮来荘・あやめ荘・福楽園の利
　　　　　　用者
【会　　場】中央公民館体育室

　身障者作品展
【内　　容】絵画・書道・写真・ちぎり絵・その他
【出品資格】潮来市内在住者、市内在勤者で身体
　　　　　　障害者手帳を所持している方
【会　　場】中央公民館体育室
【申 込 先】
箕輪 順子(社会福祉協議会)
℡.63-1296

　手工芸展
【内　　容】パッチワーク・和紙人形・木目込人
　　　　　　形・組紐・籐工芸・藍染・押絵・押
　　　　　　花・アートフラワー・編物・洋裁・
　　　　　　和裁等の手工芸作品
【出品資格】
潮来市文化協会手工芸加入の会員
及び市内在住者、本市出身者
【会　　場】水郷まちかどギャラリー
【募集期間】10月10日(火)～12日(木)
【申 込 先】魚路 恵子(日の出2-14-10) 
　　　　　　℡.66-4192

　郷土資料展・民俗資料展
【内　　容】潮来市の文化財
【会　　場】潮来ふるさと館・旧所家住宅
【申 込 先】郷土資料：宮本 文雄(牛堀131-7)
　　　　　　　　　　　℡.64-2751
　　　　　　民俗資料：山澤 幸次(小泉2511-1)
　　　　　　　　　　　℡.66-3759

　野鳥の会活動報告展
【内　　容】野鳥マップ・写真・その他の展示　
　　　　　　(潮来市で見られる野鳥の種類等を
　　　　　　写真等で紹介いたします)
【会　　場】中央公民館２階おはなしのへや
【申 込 先】横田 常男(日の出2-15-6) 
　　　　　　℡.66-2167

　絵手紙展
【内　　容】絵手紙
【出品資格】潮来市文化協会絵手紙部加入の会員
　　　　　　及び市内在住者、本市出身者
【会　　場】中央公民館体育室
【申 込 先】小久保 荘一(曲松2753)℡.66-0005

　消費・生活展
【内　　容】
消費者リーダー：体と地球にやさしい環境　　　
延方生活学校  ：牛乳パックを使った実演指導と
　　　　　　　　展示
【会　　場】中央公民館体育室入口
【申 込 先】
消費者リーダー：柴内 美智子(日の出8-21-21)　
　　　　　　　　℡.66-3585
延方生活学校　：藤原 正子　(小泉2373-34)　　
　　　　　　　　℡.66-2138

　環境情報コーナー
【内　　容】水質浄化コーナー、粉石けんの販売、
　　　　　　リサイクルコーナー、EMボカシの配
　　　　　　布、廃油回収、ゴミの減量化
【会　　場】中央公民館体育室及び、特設テント
【申 込 先】明間 由紀子(潮来市環境課)
　　　　　　℡.63-1111

　呈　　茶
【期　　日】11月10日(金) 久保木 社中
　　　　　　11月11日(土) 本田 社中
　　　　　　11月12日(日) 谷  社中
　　　　　　各午前10時～午後3時まで
【会　　場】中央公民館　談話室
【申 込 先】谷 玄明(潮来428) ℡.62-3808

　囲　　碁
【期　　日】11月12日(日)午前9時～午後4時
【場　　所】延方公民館　和室
【参加資格】囲碁愛好者
【会　　費】1,000円(弁当代ほか)
【申 込 先】安藤 三朗(大塚野2-12-7) 
　　　　　　℡.63-0618

　将　　棋
【期　　日】11月12日(日)午前9時～午後4時
【場　　所】中央公民館1階和室
【参加資格】将棋愛好者
【試合方法】A級B級に分けて実施。
【会　　費】一般2,000円(女子・学生1,000円）
　　　　　　参加賞あり
【申 込 先】茂木 春吉(辻264)
　　　　　　℡.62-4468

第３０回 潮来市市民文化祭第３０回 潮来市市民文化祭第３０回 潮来市市民文化祭第３０回 潮来市市民文化祭 １１月１０日(金)・１１日(土)・１２(日)１１月１０日(金)・１１日(土)・１２(日)

広報いたこ情報版　10月8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）

開催日開催日 申込期限は１０月２５日(水)です。
各部門の【申込先】まで、お早め
にお申込みください。


