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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－クいたこいたこいたこいたこいたこいたこ
平成19年度 第2号

悠仁親王初節句記念式典悠仁親王初節句記念式典

牛堀公民館講座受講生募集

◎教養講座『万葉歌に魅せられて』
【期　　間】5月13日～平成20年2月　計10回予定
            毎月第2日曜日 午後2時より実施
【募集対象】一般成人（男・女）　先着20名
【受 講 料】1,000円
【申込方法】5月6日（日）までに直接牛堀公民館へ

◎女性講座「生き生き女性講座（第2章）」
【期　　間】5月24日～12月 計7回予定(8月は休講)
            毎月第4木曜日 午後7時より実施
【募集対象】一般成人（女）　先着30名
【受 講 料】1,000円
【申込方法】5月13日（日）までに直接牛堀公民館へ
【問 合 せ】牛堀公民館℡.64-5230

5月は開館1周年記念
“図書館に集まろう月間”です

◎読書すごろく（当日受付）

【期　間】4月22日（日）～5月12日（土）

【内　容】期間中に読んだ本の数を、すごろく台紙に

シールを貼り、最終日までにゴールした子どもたちに

は、プレゼントがあります。

◎おはなしはかせ検定（当日受付）

【期　間】5月3日（木）～6日（日）

【内　容】絵本・児童書（読み物）に関するクイズを

出します。絵本は幼児の親子向けに、児童書は小学生

向けです。正解の数で、初級・中級・上級の認定証を

用意しています。

◎英語の絵本の読み聞かせ　

【期　間】5月20日（日）午後2時～3時

【内　容】英語のおはなし会です。講師は寺内春香さ

んです。4歳～小学校3年生までの親子を募集します。

(お申込みは事前に図書館カウンター、電話、FAXにて。)

【問合せ】℡.80-3311 FAX.64-5880

潮来市民ボート教室開催

【開催日】5月13日・20日、6月 3日・10日・17日　

　　　　　各日曜日 計5日間

【時　間】午前9時～正午　【参加料】無料

【場　所】ボートセンター『あめんぼ』

【問合せ】

潮来市生涯学習課ěĬĽĎĠ振興ĖļķĎĪĽ ℡.64-2611 内線642

潮来市ボート部事務局　根  本   ℡.080-1062-7809

　　　　　　　　　　　高清水   ℡.090-1667-8993

自然体験“竹の子掘り”

【日　時】5月3日(木)午前9時30分～11時

【場　所】古高大師の庭内

【持ち物】ビニール袋、くわ又はシャベル、長靴等

【対　象】子どもとその保護者(申込順5組)

【問合せ】NPOいたこ子育て支援センター

　　　　　松﨑　℡.66-0125

元気はつらつ！筋力アップ教室

介護予防を目的に運動教室を開催します。

【日　　時】5月22日(火)～8月28日(火)までの火・木曜日

　　　　　　午前10時～正午(全24回)

【場　　所】ヘルスランドさくら

【対　　象】市内在住の65歳以上の方で介護予防の必

　　　　　　要がある方

【募　　集】15名(応募者多数の場合は選考)

【講　　師】健康運動指導士又は健康運動実践指導者

【参 加 費】2,000円（入場料込み）

※その他、ゴムバンド等を2,000円程度で購入。

【応募方法】所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、

5月10日(木)までに潮来市介護福祉課地域包括支援セ

ンターへ持参。(申込用紙は福祉事務所・牛堀出張所

・高齢者総合相談センターあやめ/福楽園・各公民館

・図書館・かすみ保健福祉センター・ヘルスランドさ

くら・道の駅いたこにあります。)

【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

潮来市民プールからお知らせ

◎小学生スイミング教室

【開 催 日】5月24日～6月28日の毎週木曜日(全6回)

【会　　場】潮来市民プール【参加定員】20名

【時　　間】午後4時45分～午後5時45分

【参 加 料】4,500円（プール使用料込み）

【内　　容】小学生を対象に、クロールの習得を目指

　　　　　　した基礎練習を行います。

◎アクアビクス教室

【開 催 日】5月23日～6月27日毎週水曜日(全6回)

【会　　場】潮来市民プール【参加定員】1回30名

【時　　間】午前11時15分～午後12時15分

【参 加 料】1回500円

【内　　容】成人対象に、水の特性を生かした水中運

　　　　　　動を行います。

＊定員になり次第締め切りとさせていただきます。

【問 合 せ】潮来市民プール ℡.66-7511

バランスボール参加者募集

【日　時】5月8日・22日・6月12日・26日各火曜日

　　　　　午後8時～午後9時30分

【場　所】中央公民館　大ホール

【参加料】一般：1,500円  会員：1,000円

【問合せ】いきいきITAKOスポーツクラブ(島須733)

　　　　　℡.64-5886 毎週土曜日 午後1時～午後4時

　　　　　　　　         日曜日 午前9時～午後4時

悠仁親王初節句記念式典
【日　時】5月5日(土)午後1時～4時　　【会　場】市営あやめ駐車場
【内　容】潮来・辻・日の出の各町内の山車によるĀ通し砂切り・総踊り・曲曳きā披露
【主　催】悠仁親王初節句記念式典実行委員会

【問合せ】水郷潮来観光協会 ℡.63-3154　※当日は、交通混雑等が予想されますので、ご注意ください。

 ５月８日（火）

 9:30～10:10 六丁目会館 五～八丁目

 10:20～11:00 四丁目会館 三～五丁目・あやめ丁

 11:10～11:40 潮来公民館 二～三丁目・下丁

 13:00～13:20 下丁会館 下丁・上丁

 13:30～13:50 西丁公民館 西丁・ 浜丁

 14:00～14:50 大塚野公民館 大塚野 ă 西丁

 ５月９日（水）

 9:20～10:30 川尾区集会所 川尾

 10:45～11:10 貝塚農村集落センター 貝塚 ・ 江寺

 11:20～11:40 築地農村集落センター 築地 

 13:00～13:30 将監東組集会所 将監 ・ 新町

 13:50～14:10 古高農村集落センター 古高

 14:20～15:00 北浦ヶ丘自治会集会所 大山

 ５月１０日（木）

 9:30～   9:50 大洲公民館 大洲

 10:05～10:30 須賀集会所 須賀

 10:40～11:10 曲松公民館 曲松

 11:20～11:50 小泉公民館 小泉

 13:10～13:50 延方公民館 新宮・小泉

 14:00～14:30 西区農業集落センター 西区

 14:40～15:10 東区集会所 東区

 ５月１１日（金）

 9:30～   9:50 米島農村集落センター 米島・前川

 10:00～10:30 徳島田園都市センター 徳島

 10:40～11:00 福島公民館 福島

 11:10～11:40 十番農村集落センター 十番

 13:10～13:50 下田農村集落センター 下田・宮前

 14:00～14:30 洲崎公民館 洲崎

 ５月１３日（日）

 9:30～   9:50 十四番集会所 十四番

 10:10～11:30 潮来市役所［牛堀出張所］ 全域　牛堀地区

 13:00～15:00 潮来市役所［本庁］ 全域　後明・七軒丁

 ５月１４日（月）

 9:30～10:30 日の出2丁目集会所 日の出1～2丁目

 10:40～11:40 日の出集会所(慈母観音隣） 日の出3～5丁目

 13:00～14:00 浪逆集会所（浄化センター内） 日の出6～8丁目

 ５月１５日（火）

 9:30～   9:50 横山会館

 10:00～10:20 根本会館 水原１区～３区 

 10:30～11:00 荒工集会所 

 11:10～11:40 釜谷農村集落センター 釜谷

 13:00～13:20 大生公民館 大生

 13:30～14:00 大賀農村集落センター 大賀

 ５月１６日（水）

 9:30～10:00 清水田園都市センター 

 10:10～10:30 茂木農村集落センター  
牛堀地区

 10:40～11:10 堀之内農村集落センター  

 11:20～11:50 永山農村集落センター  

 ５月１７日（木）

 9:00～   9:30 赤須農村集落センター

 9:50～10:20 台上戸農村集落センター 

 10:30～11:00 上戸川公民館 
八代地区

 11:10～11:40 横須賀西集落センター 

 13:00～13:30 宿田園都市センター 

 13:40～14:20 芝宿農村集落センター

●登録している犬の死亡及び所有者、所在地変更などがある場合は
　届出が必要です。

室内小型犬、猟犬なども例外ではありません！ すべての犬が対象です。

 ◎下記日程の都合のよい日時・場所で受けてください。

犬の登録と狂犬病予防注射の実施について
（定期集合注射）

平成19年度

狂犬病予防注射日程表

対　象　及　び　料　金

地 区場 所時 間 地 区場 所時 間

●上記期間内に集合注射が出来ない場合は、最寄りの動物病院にて実
施していただけるようお願いいたします。また、その際に係る料金
等については、各動物病院にお問い合わせください。また、注射済
後は証明書等をご持参のうえ、環境課までご来庁ください。

[お問い合わせ]　潮来市環境課 TEL.63-1111 内線252

登録していない犬（新規登録）

対 象

5,300円
●登録手数料　　　　　　　　　　　2,000円

●狂犬病予防注射料金　　　　　　2,950円

●狂犬病予防注射済票交付手数料   350円

●新しく犬を飼った場合
●平成7年度以降登録をしていない犬

料 金

3,300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

登録している犬
●平成7年度以降に登録をした犬

当 日
必要なもの

●送付された申請書（印鑑を押してお持ちく
ださい。）　●上記料金

●印鑑　　　
●上記料金

生後91日以上の犬は狂

犬病予防法により、登

録及び予防注射を受け

なければなりません。



広報いたこ情報版　4月8日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書広聴課 ℡.63-1111内線208まで）

・軟式野球、ソフトボール、バレーボール、 
バスケットボール、サッカー（一般）、
サッカー（小学生）

■期　日　５月１０日(木)午後７時

■場　所　中央公民館

☆組み合わせ抽選ăルールの申し合わせ

などを行いますÿ

☆会議に欠席の場合はĂ失格となります

ので注意してくださいÿ

☆申し込みはĂ締め切りまでに必ず済ま

せてくださいÿ

■キャプテン会議を行わない種目につい

ては当日定刻までに会場に集合し、競

技ルールの説明と組み合わせ抽選を行

いますÿ

　集合ă競技開始時間
　８時３０分集合
　９時３０分競技開始

■参加資格                                        　

　潮来市に居住もしくは職場を有する者としĂその他については種目

毎に定めるÿ                           

■申込方法

　団体種目：教育委員会所定の用紙で参加料を添えて直接申し込む。

　個人種目：電話で申し込むÿ( 個人種目の参加料は大会当日支払うÿ)                               

■申 込 先

　潮来市教育委員会　生涯学習課　（潮来市役所牛堀出張所）

　℡.６４－２６１１　内線 642ă643

■申込締切

　５月９日 (水 ) 午後５時まで

　・歩け歩け会は５月１８日 (金 )午後５時まで 

■参 加 料

　団体種目：１チーム　2,000 円（小ă中学生は無料）

　個人種目：１人　200 円

　（小ă中学生は無料。インディアカ、テニス、歩け歩け会は別途徴収）

■屋外競技の態度決定

　午前７時　中央公民館にて　℡.６６－０６６０

広報いたこ情報版　4月22日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書広聴課 ℡.63-1111内線206まで）

■期　　日／５月２７日(日)ă６月３日(日)

 予備日６月１０日(日)

 (参加チーム数Ăグラウンドの都合により日程ă

会場の変更がありますÿ)

■会　　場／日の出ă前川グラウンド 他

■チーム編成／職場ăグループă各種団体などで編成し、学生ă

生徒は除くÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

　　　　　　(2)１チームの選手は９名以上とするÿ

■試合方法／トーナメント戦とするÿ

■競技規則／2007オフィシャルăソフトボールルール

 (DPルールとリエントリーを除く)

■期　　日／５月２０日(日)ă２７日(日)

 ６月３日・予備日６月１０日(日)

■会　　場／かすみの郷公園 他

■チーム編成／職場ăグループă各種団体などで編成し、学生ă

生徒は除くÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

 (2)１チームの選手は25名以内とするÿ

 (3)試合球はĂ新Ａ号とするÿ

■試合方法／トーナメント戦とするÿ

■競技規則／日本軟式野球連盟規則及び潮来市軟式野球大

会注意事項によるÿ

 但しĂグラウンドルールについてはĂキャプテ

ン会議の際決定するÿ

■期　　日／５月２７日(日)予備日６月１０日(日)

■会　　場／前川グラウンド

■チーム編成／職場ăグループă各種団体などで編成し、学生ă

生徒は除くÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

　　　　　　(2)１チームの選手は20名以内とするÿ

 (3)試合球はĂサッカーボール５号とするÿ

    (参加チーム持参のこと)

■試合方法／前半30分Ă後半30分のトーナメント戦ÿ

■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずるÿ

■期　　日／５月２０日(日)予備日６月３日(日)

■会　　場／前川グラウンド

■チーム編成／小学生を対象とする。

■諸 注 意／(1)引率指導者は１名以上つけること。

 (2)試合球はĂサッカーボール４号とする。 

  （参加チーム持参のこと）

■試合方法／前半15分Ă後半15分のトーナメント戦ÿ

■参 加 料／無料

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／中央公民館 体育室ă

　　　　　　日の出小学校 体育館

■チーム編成／一般男子ă女子ăママさんバレーの３種目としĂ

学生ă生徒は除くÿ

　　　　　　但しĂ男子の部に女子を加えて編成してもさし

つかえないÿ                

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

　　　　　　(2)１チームの選手は15名以内とするÿ

　　　　　　(3)使用球はĂ一般男子ă女子は５号Ăママさんバ

レーは４号とするÿ

■競技方法／一般男子ă女子はリーグ戦ÿ

　　　　　　ママさんバレーはチーム数によりĂリーグ戦も

しくはトーナメント戦とするÿ

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校Ă一般の男女

■競技方法／初級ă上級の部に分けĂ男子ă女子ダブルスă混合

ダブルスとするÿ

■競技規則／日本バドミントン協会規則に準ずるÿ

■諸 注 意／参加申し込みはĂペアを組んで申し込むことÿ

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／延方小学校 体育館

■参 加 者／小学４年生以上の男女

■競技方法／参加チーム数によりリーグ戦もしくはトーナメ

ント戦とするÿ

■諸 注 意／４人以上のチームで申し込むÿ

 （１人でも参加できます）

■競技規則／日本インディアカ協会規則に準ずるÿ

■参 加 料／１チーム1,000円  個人300円

 (但し、小ă中学生は無料)

■期　　日／５月２０日(日)ă２７日(日)

■会　　場／潮来第一中学校 体育館

■チーム編成／職場ăグループă各種団体の男女とするÿ

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ

　　　　　　(2)１チームの選手は12名以内とするÿ

 　監督Ăマネージャーのいるチームは15名以

内とするÿ

　　　　　　(3)試合球はバスケットボール７号とするÿ

■競技方法／トーナメント戦とするÿ

■競技規則／日本バスケットボール連盟規則によるÿ

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／中央公民館 大ホール

■参 加 者／小学生ă中学生ă高校生ă一般

■競技方法／・小学生男女ă中学生学年別男女ă高校生男女

に分けĂ個人戦のトーナメント戦

 ・一般男女はシングルス・ダブルスのいずれ

かに参加申し込みし、トーナメント戦をお

こなう。

■競技規則／全日本卓球連盟規則によるÿ

■諸 注 意／(1)ユニホームは上下共白色の使用は禁止するÿ

 (2)学校としての参加申込は学年別男女ランキ

ング順位に記名提出する。

■期　　日／５月２０日(日)予備日５月２７日(日)

■会　　場／日の出運動広場 テニスコート

■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ

■競技方法／ダブルスで試合を行うÿ

■競技規則／日本テニス連盟規則によるÿ

■諸 注 意／参加はペアで申し込むことÿ

■参 加 料／１人500円

■期　　日／５月２０日(日)予備日５月２７日(日)

■会　　場／潮来高校 テニスコート

■参 加 者／高校生以上の男女(一人でも参加可)

■競技方法／初級Ă中級Ă上級の３部門に分けてダブルスで試

合を行うÿ

■競技規則／日本ソフトテニス連盟規則によるÿ

ソフトボール バレーボール(９人制)

卓　　　　球

テ　ニ　ス

ソフトテニス
バドミントン　

インディアカ

バスケットボール

サッカー

サッカー（小学生）

軟式野球

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／潮来第一中学校　格技場

■参 加 者／小学生ă中学生ă高校生ă一般の男女

■競技方法／小学ă中学ă一般(高校生を含む)の

　　　　　　トーナメント戦(個人戦)

■競技規則／全日本剣道連盟規則によるÿ

■諸 注 意／参加者全員による練習会及び練習試合を行うÿ

■期　　日／５月２０日(日)

■会　　場／潮来高校 弓道場

■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ

■競技方法／中高生男女ă一般に分け、個人戦とするÿ

■競技種目／射詰の部(２射)ă射込の部(12射)

■期　　日／５月２７日(日)

■コ ー ス／大子方面   

■参 加 者／健康な方で約10km

 歩ける方ならどなたでも参加できますÿ

■集合場所／潮来市役所玄関前　

　　　　　　午前６時50分集合(午前７時出発)

■募集人員／40名(定員になり次第締切Ăキャンセル待ちありÿ)

■参 加 料／大人3,000円　小学生以下2,000円

■参加申込／先着順による個人申し込みÿ

■そ の 他／昼食ă飲物は参加者各自で用意することÿ

弓　　　　道

歩け歩け会

主　催　潮来市教育委員会ă潮来市体育協会

期　日 平成１９年５月２０日(日)～６月１０日(日) 日曜日開催

春季市民スポーツ大会参加者募集春季市民スポーツ大会参加者募集春季市民スポーツ大会参加者募集春季市民スポーツ大会参加者募集

☆車でご来場の際はĂ必ず所定の駐車場に停めてくださいÿ

　　　　　　　　　　　春季市民スポーツ大会申込方法　

剣　　　　道

☆キャプテン会議☆


