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平成18年度 第15号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
潮来市消費生活センター開設

　11月1日に消費生活センターが開設されました。消費生
活センターでは、相談員が消費生活に関する情報提供
や相談及び苦情の解決のためのお手伝いをいたします。
　訪問販売・電話勧誘販売など、消費生活に関するト
ラブルに巻き込まれたら、一人で悩まず早めに消費生
活センターへご相談ください。
◎相談するときは
①契約した日や購入した場所(状況)②商品名③販売会
社(業者)名など、わかる範囲でお話しください。契約
書やパンフレットなど参考になるものがあればお持ち
ください。
【相談場所】潮来市消費生活センター
　　　　　　(辻765 シルバー人材センター内)
【相談受付】火・金曜日(祝日、年末年始は休み)
【相談時間】午前:9時30分～正午　午後:1時～4時
【相談内容】消費生活に係る相談及び苦情に関すること
【連 絡 先】潮来市消費生活センター　℡.62-2138

Ｅ～クオリティー＆サイエンスカフェ
参加者募集

　気軽な雰囲気の中で、専門家のお話しをお楽しみく
ださい。
【日　時】11月25日（土）午後1時30分～3時
【場　所】潮来ホテル2階レストラン｢ラ・ターブル｣
【参加費】大人500円(飲み物代)
※小・中学生、高校生無料
【テーマ】人の脳の不思議
　　　　　～脳の老化と記憶の問題を考える～
【講　師】理化学研究所脳科学総合研究センター
　　　　　アルツハイマー病研究チーム
　　　　　チームリーダー 高島 明彦 氏
【申込み】11月20日(月)までに電話・FAX・Eメールい
　　　　　ずれかの方法にて住所・氏名を連絡(先着50名)
【申込み・問合せ】潮来市秘書広聴課
　　　　　　　　　℡.63-1111 内線206 FAX.80-1100
Eメールアドレス　info@city.itako.ibaraki.jp

第3回男の料理教室に参加しませんか
　料理を通じて、地域のネットワークを広げてみませんか？
【日　時】12月13日（水)午前9時～正午
【会　場】牛堀公民館屋外【参加費】500円(材料費)
【内　容】鉄板焼き料理（ソース焼きそば）
【講　師】焼きそばの達人 栗林 進 氏
【申込み】電話にて下記まで申込む（先着20名）
【申込み・問合せ】
潮来市企画財政課 ℡.63-1111 内線216
潮来市ネットワーカー連絡協議会 
会長 河瀬 ℡.62-2303

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」

◎観覧自由・入場無料(昼食等は各自ご用意ください)
【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】受付・開会式　午前9時～10時

ジュニアクリニック　　　　　申込受付終了
午前10時～11時
一般クリニック　　　　　　　申込受付終了
午前11時10分～12時40分
ショートテニス体験コーナー　参加自由
午後12時40分～1時20分　　　 松岡修造さん出演無し
修造にチャレンジ　　　　　　当日受付(午前9時～9時50分)
午後1時30分～2時　　　　　　希望者多数の場合抽選
トークショー&お楽しみ抽選会 参加自由
午後2時～2時45分

【持参する物】上履き用シューズ、下足入れ袋
【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

いきいきITAKOスポーツクラブ
◎リース教室参加者募集
【日　時】11月25日、12月2日、12月9日(各土曜日)
　　　　　午後１時30分～3時30分
【場　所】いきいきITAKOスポーツクラブクラブハウス
　　　　　(旧八代小学校)
【参加料】一般2,500円　会員2,000円（材料費込）
【募集人数】15名（定員になり次第締め切ります）

◎クラブハウス開設日変更のお知らせ
現　在：月・水・金 午後1時～4時
　　　　　　　　↓
変更後：毎週土曜日 午後1時～午後4時
　　　　 〃 日曜日 午前9時～午後4時
※11月18日(土)より変更となります。
※旧八代小体育館では、ソフトバレーボール、卓球、
　インディアカ等のスポーツを同時間に自由にできま
　すので、お越しください。
【問合せ】いきいきITAKOスポーツクラブ ℡.64-5886

ふれあいパーティー開催
【日　　時】12月17日(日)午後2時30分～7時30分
【場　　所】フォーレスト(潮来市あやめ1-13-13)
【参 加 費】男性4,000円　女性2,000円
【参加条件】男性：25歳～40歳位までの潮来市及び近
　　　　　　　　　隣在住で独身の方
　　　　　　女性：25歳～40歳位までの潮来市及び近
　　　　　　　　　隣在住で独身の方
【募集人数】男女各15名　【予約締切】11月30日(木)
【申 込 み】電話にて氏名、住所、年齢、電話番号、
　　　　　　職業をご連絡ください。
※パーティーの服装は、男性は自分をアピール出来る
　服装(制服、趣味、ユニホーム等)での参加をお願い
　します。女性もアピール出来る服装でも構いません。
※参加が決まりました方には、後日改めてチケットを
　お送り致します。
【申込み・問合せ】潮来市社会福祉課イベント事務局
　　　　　　　　　℡.63-1111 内線392・385

介護予防の達人養成講座 参加者募集
　介護が必要となるきっかけの多くは、｢足腰が弱く
なる｣ことです。自宅でもできる体操をおぼえて介護
予防の達人を目指しませんか。
【日　時】11月22日、12月6日、12月27日、
　　　　　平成19年
　　　　　1月10日、1月24日、2月7日(全6回・各水曜日)
　　　　　午前9時30分～11時30分
【場　所】潮来保健センターリハビリ室
【内　容】鹿島病院リハビリスタッフ(理学療法士・
　　　　　作業療法士)による介護予防に関する情報
　　　　　と運動の実施
【対　象】おおむね65歳以上の方　20名
※動きやすい服装・筆記用具持参でおいでください。
【申込み】11月17日(金)までに電話にて下記まで申込む
【申込み・問合せ】
潮来市介護福祉課地域包括支援センター
℡.63-1111 内線396・397

男性の食生活講座 参加者募集
　男性も楽しく料理！健康で長生きのためのバランス
食を作ってみよう。
【日　　時】12月7日(木)午前9時30分～午後1時
【場　　所】潮来保健センター(辻779)
【内　　容】簡単ヘルシー・スピードクッキング
　　　　　　簡単に、でもちゃんとバランス食！
【講師・主催】潮来市食生活改善推進員連絡協議会
【参 加 費】無料
【持 ち 物】エプロン・三角巾・筆記用具
【申 込 み】電話にて下記まで申込む(先着25名)
【締 切 り】12月1日(金)※定員になり次第締切り
【申込み・問合せ】
かすみ保健福祉センター 
℡.64-5240

水道メーター器交換のお知らせ
【期　間】平成18年11月～19年3月
【場　所】潮来市あやめ町、潮来 地内
【対　象】8年以上経過したメーター器
【作業者】市指定給水装置工事事業者
【お願い】不在の場合も交換作業を行わせていただき
　　　　　ますので、ご了承願います。
【問合せ】潮来市水道課 TEL.67-5743

法律相談のお知らせ
【相談日】11月28日(火)、12月11日(月)、12月20日(水)
　　　　　平成19年
　　　　　1月17日(水)、2月21日(水)、3月6日(火)、
　　　　　3月28日(水)
【時　間】午後1時～4時まで(1人30分程度)
【主な相談内容】法律問題、人権侵害、財産問題等
【場　所】潮来市社会福祉協議会
【相談料】無料
【担当弁護士】杉下 弘之先生
※ご希望の方は事前に下記まで電話にて申込む。(市
　内在住の方に限る)
【申込み・問合せ】
潮来市社会福祉協議会
℡.63-1296

いばらきスポーツ施設予約システム
　パソコンや携帯電話から鹿嶋市、神栖市、鉾田市等
の公共スポーツ施設の空き検索や予約申込が行えます。
　詳しくは茨城県ホームページから、電子行政サービ
ス＞いばらきスポーツ施設予約システムでご覧になれ
ます。
ホームページアドレス　
https://yoyaku.sports-ibaraki.jp/internet/

平成１９年度　私立幼稚園園児募集 

　　　　　　　　          潮来幼稚園                        慈母幼稚園  
　住　　所           潮来市潮来266                      潮来市日の出4-7   
　電話番号              62-2437          　　　　　　　　　　   66-0624   
　保育年数                3年          　　　　　　　　　　  　 4年  
　募集人数        　　　　　　 　　　　　　　　　　　             2歳児  10名
　　　　　　　           3歳児  15名  　　　　　　　　　　　      3歳児  30名
　　　　　　　           4歳児  10名　　　　　　　　　　　        4歳児  25名
　　　　　　　           5歳児  10名     　　　　　　　　　　     5歳児  40名
　保育時間　午前8時30分～午後2時(延長5時30分まで)　午前8時30分～午後3時30分(延長8時まで)
　申込受付    申込受付中～11月17日(金)まで            申込受付中～11月30日(木)まで   
　入 園 料             40,000円                                  45,000円   
　保 育 料 月額17,000円（設備費・教材費含む）          月額18,000円（教材費含む）
　そ の 他        絵本代・給食費は実費                施設費・バス代・おやつ代等実費
　補　　助               所得に応じて、年末に就園奨励費が支給されます
　お知らせ　未入園児のためのたまごクラブ　　　　　 預かり保育　生後8ヶ月より
            毎週水曜日 午後2時～4時30分　　　　　　土曜保育希望者
詳しくは、直接各幼稚園にお問合せください。



物　件　②

所　　　　在：潮来市日の出二丁目8-9
地　　　　目：宅地
区　 画　 数：2区画
平均区画面積：約461㎡（約140坪）
平 均 単 価：約20,900円／㎡　(約68,900円／坪)
平 均 価 格：約9,640,000円

　　略　図

人権週間記念講演会
【日　時】12月9日(土)午後1時～(開場12時20分)
【場　所】つくば国際会議場大ホール
【内　容】・人権啓発ポスターコンクール表彰式
　　　　　・人権メッセージ表彰式
　　　　　・人権作文朗読(全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ
　　　　　　茨城大会優秀作品)
　　　　　・講演：海老名 香葉子氏(エッセイスト)
　　　　　　　　　テーマ｢笑って 泣いて 頑張って｣
※事前申込み必要。詳しくは下記まで。(入場無料)
【問合せ】茨城県人権啓発推進センター
　　　　　℡.029-301-3136

猪瀬直樹さん講演会
茨城県弘道館アカデミー生涯学習講演会
【日　時】11月25日(土)午後1時30分～3時(開場1時)
【演　題】この国のゆくえ
【講　師】作家 猪瀬 直樹氏
【場　所】レイクエコー(行方市宇崎1389)
【申込み】電話・ＦＡＸにて下記まで申込む
【定　員】308名(定員になり次第締切)※入場無料
【申込み・問合せ】レイクエコー(月曜休館)
　　　　　　　　　℡.0299-73-2300 FAX.0299-73-3925

不登校・ひきこもりの問題を語る
～当事者・支援者からのメッセージ～

　無気力、不登校、ひきこもりなど、社会とかかわり
をもつことができない青少年の問題を地域のみんなで
考えませんか。(参加費無料)
【日　時】12月11日（月）午後1時～2時30分
　　　　（家族との懇談会は午後2時40分～3時30分）
【場　所】神栖市保健・福祉会館２階研修室
【パネリスト】
中原 恵人氏(NPO法人若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝいばらき理事長）
服部   真氏(NPO法人ライフぷらす代表)
片岡さん   (大学４回生)
【対象者】関心のある方ならどなたでも参加できます。
※電話にて下記まで申込む(12月8日締切り)
【申込み・問合せ】潮来保健所保健指導課
　　　　　　　　　℡.66-2174

はつらつ交流発表会
　鹿行地域の皆さんによる歌や舞踊、演奏や口演など
日頃の練習の発表会です。見ていて楽しく、元気がも
らえますよ。多くの方のご来場をお待ちしています。
【日　時】12月1日(金)午前10時～午後3時
【場　所】レイクエコー(行方市宇崎1389)
【費　用】無料 昼食は各自持参
【問合せ】鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会
　　　　　文化部　志村　℡.64-6587

茨城県最低賃金
◎1時間　655円(4円引上げ・10月1日から適用)
【問合せ】茨城労働局労働基準部賃金室
　　　　　℡.029-224-6216

新規高等学校卒業予定者対象
就職面接会

【日　時】12月7日(木)午後1時～
【場　所】鹿島セントラルホテル
【問合せ】ハローワーク常陸鹿嶋　℡.0299-83-2318

大好きいばらき就職面接会
【対　象】大学・短大・専修学校を平成19年3月卒業
　　　　　予定者及び卒業後1～2年程度の方
【日　時】・水戸会場(ホテルレイクビュー水戸)
　　　　　　11月27日(月)午前10時30分～午後3時30分

　　　　　・つくば会場(ホテルグランド東雲)
　　　　　　11月30日(木)午前10時30分～午後3時30分
【問合せ】茨城県労働政策課　℡.029-301-3645

平成18年自衛官募集
◎自衛隊生徒（陸・海・空）
【受付期間】11月1日～平成19年1月9日
【応募資格】15歳以上17歳未満(平成19年4月1日現在)
【試 験 日】第1次試験　平成19年1月13日(土)
　　　　　　第2次試験　平成19年1月26日(金)
【給 料 等】初任給等　給与150,200円/月　
　　　　　　ボーナス年2回(4.4ヶ月分)
【衣 食 住】無料で支給されます
【そ の 他】約4年間の教育終了後、3等陸・海・空曹
　　　　　　に昇任します(高等学校の卒業資格が取
　　　　　　得できます)

◎2等陸・海・空士随時受付中(平成19年3・4月入隊)
【応募資格】18歳以上27歳未満
【試 験 日】
第1次試験:11月27日～29日のうち1日(1回目)
　　　　　12月15日　　　　　　　 (2回目)
※第2次試験はありません。
【給 料 等】初任給等　給与157,500円/月　
　　　　　　ボーナス年2回（4.4ヶ月分）
【衣 食 住】無料で支給されます。
【そ の 他】陸上は2年、海上・航空は3年を1任期と
　　　　　　して採用されます。(継続可能)
【問 合 せ】百里募集事務所　℡.0299-52-1366
ホームページアドレス
http://www.ibaraki.plo.jda.go.jp

水郷県民の森からお知らせ
◎晩秋の平地林の営みを観察
【日　時】11月18日(土)午前10時～約2時間
【内　容】野鳥、動物観察、落ち葉を拾って木を調べる等
【講　師】中村 紘氏(森林インストラクター)
※参加費無料

◎巣箱作りと野鳥観察
【日　時】11月26日(日)午前10時～午後3時
【参加人数】小学生・家族あわせて25名まで
※弁当、飲物は各自持参。参加費無料
【申込み】11月20日(月)までに下記まで電話にて申込む
【申込み・問合せ】水郷県民の森管理事務所
　　　　　　　　　℡.64-2085

まちかどギャラリーからお知らせ
◎水郷県民の森作品展示記念　亀井秀行展
【期　間】11月18日(土)～26日(日)
【内　容】絵画展示
【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

潮来子育て教室
【日　時】11月17日(金)午前10時～11時30分
【場　所】潮来公民館
【テーマ】私も子どももオンリーワン！
【主　催】家庭倫理の会潮来支部
【後　援】潮来市教育委員会
【問合せ】向後 直美　℡.63-0215

道の駅いたこからお知らせ
◎いたこ市内無料送迎バスについて
・福祉車両の運行は、直行コース1・2・4・5便となっ
　ています。
・中央公民館バス停は、日の出中学校校庭脇(四車線
　道路沿い)にあります。
・祝日や連休・お盆・お正月等に関わらず、毎週月曜
　日は運休となります。
【問合せ】道の駅いたこ　℡.67-1161

高速バスでお得に出かけませんか
～乗換えなしで座ってらくらく～

◎お得な5枚綴り回数券発売中
5枚綴り回数券を購入した場合
・海浜幕張まで
　通常片道1,600円が、1枚あたり1,360円
・東京ディズニーリゾートまで
　通常片道1,800円が、1枚あたり1,530円
・東京テレポート駅(お台場)まで
　通常片道2,000円が、1枚あたり1,700円
【問合せ】関東鉄道㈱鹿島営業所
　　　　　℡.82-1291

回収します！あなたの家の古い電話帳
　NTT東日本では、地球環境保護・資源の有効活用の
ため、古い電話帳のリサイクルを積極的に推進してい
ます。
　新しい電話帳を11月中にお届けしますので、その際
に古い電話帳を配達員にお渡しください。ご不在等で
回収できなかった方へは、改めて回収に伺いますので、
下記までご連絡ください。
【問合せ】タウンページセンター
　　　　　フリーダイヤル　℡.0120-506-309

広報いたこ情報版　11月12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）

物　件　①

所　　　　在：潮来市上戸字横宿248-9
地　　　　目：宅地
区　 画 　数：1区画
区 画 面 積：約450㎡（約136坪）
単　　　　価：約17,100円／㎡　(約56,400円／坪)
価　　　　格：約7,700,000円

　　略　図
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潮来市有地売り払いの公募について
　潮来市では次の物件（土地）を売り払いますので、物件内容の確認や現地見学を希望される方は、下記まで
ご連絡ください。
【公募期間】11月15日(水)～11月30日(木)　午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）
【問合せ先】(財)潮来市開発公社　担当：土子、遠矢　TEL.63-1111 内線217
【売払い物件】　　


