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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成19年度 第4号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
一人で悩んでいませんか

　地域や職場等であってはならない人権問題(性差別

など)や、配偶者やパートナーによる暴力的行為ＤＶ(

ドメスティック・バイオレンス)、言葉の暴力等の問

題について悩んでいる方、一人で悩まないで「潮来市

男女共同参画総合相談」へ、まずご連絡ください。

　専任の相談員が電話や面接による相談をお受けして

います。

　秘密は厳守します。

【電　話】６２－２７２７（ニーナニーナ） 

【相談日】毎月第２・第４木曜日

　　　　　午後１時～５時(相談日以外でも承ります)

【問合せ】潮来市秘書広聴課 情報広報男女共同グループ

　　　　　℡.63-1111 内線206

自宅の耐震診断を受けてみませんか

～木造住宅耐震診断士派遣事業～

 大地震による家屋の倒壊から生命を守るため自宅の

耐震診断を受けてみませんか？

　耐震診断は、人間の体に例えるとĀ治療ではなく健

康診断āです。

　潮来市では、個人負担2,000円でĀ木造住宅耐震診断

士āを派遣し、診断を実施します。

【対象住宅】

①昭和56年3月31日以前に建築確認を受けて建築され

　た住宅で、階数が2階以下のもの。

②併用住宅の場合は、面積の半分以上が住宅として使

　われているもの。

③木造在来工法のもので、違法建築物でないもの。

④この制度により耐震診断を受けていないもの。 

【耐震診断を受けられる方】

上記「対象住宅」の所有者で、税の滞納の無い方。

【受付戸数】30戸（受付先着順） 

【調査費用】個人負担2,000円 

【募集期限】8月31日(金)

※建築物の耐震性を目視により診断するものです。壁

　をはがして内部を調査することはありません。

※「耐震診断」や「耐震改修」に名を借りたセールス

　にご注意願います。潮来市では、業者等の斡旋をす

　ることはありません。

※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】

潮来市都市建設課

都市計画グループ　

℡.63-1111 内線348

平成19年度ご近所の底力助成団体募集

　県及び大好きいばらき県民会議では、地域コミュニ

ティが本来持っている力（ご近所の底力）を再生・活

性化することをねらいとして、「ご近所の底力再生事

業」を実施しています。特に先進的で独自性の高い内

容の活動に対して、他の地域のモデルとなっていただ

くことに期待して助成を行います。

【対象団体】地域に根ざし、他の団体等からの要請に

　　　　　　応じて、活動内容・方法等について助言

　　　　　　を行うことができ、積極的に地域活動に

　　　　　　取り組む団体・グループ。(自治会・町

　　　　　　内会、老人クラブ、子ども会、ＰＴＡ、

　　　　　　ボランティアグループ等)

【対象事業】地域内の課題を解決するため、地域づく

　　　　　　りの視点に立った、他の地域のモデルと

　　　　　　なるような先進的で独自性の高い内容の

　　　　　　活動を対象とします。

【助 成 額】１団体・グループに対し10万円以内

【募集期限】6月22日(金)  

【問 合 せ】大好きいばらき県民会議

　　　　　　(茨城県三の丸庁舎) ℡.029-224-8120

市立図書館内郷土資料室を
模様替えしました

　潮来市文化協会 郷土史研究会では、懐かしい民具

(大正～昭和)の数々を、特別展示いたしました。図書

館に立ち寄った際には是非ご観覧ください。

【問合せ】潮来市生涯学習課 生涯学習グループ

　　　　　℡.63-1111 内線633

人権擁護委員を知っていますか

　人権擁護委員は、地域住民の人権が侵害されないよ
う常に注意を払い、もし人権が侵害されたときは、相
談を受け被害救済のために、すみやかに適切な対応を
いたします。
　また、街頭啓発や講演会などを通じて、人権の大切
さについて理解を深めてもらうための活動にも努めて
います。
　潮来市には、法務大臣が委嘱した人権擁護委員が
5人います。

◎人権擁護委員

・河野 好雄 ℡.64-2120 ・兼平 紀子 ℡.62-2234
・松本 久男 ℡.66-6964 ・早川 　緑 ℡.64-2106
・加藤 　勉 ℡.62-2291
【問合せ】潮来市市民課　℡.63-1111 内線112

お詫びと訂正

　広報いたこ6月号(VOL.74)6īĽĎĚļに掲載しました広
告Ā特別養護老人ホームいたこの郷āの電話番号に誤り
がありました。お詫びして訂正します。
誤・・・℡０２９９－６３－５５３３

正・・・℡０２９９－６６－５５３３

平成１９年度潮来市職員（平成２０年度採用）試験案内
申込受付期間 ５月２８日（月）～６月２２日（金）

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

 　  職種区分　採用予定人員  　　　　　　　　　　　　　受　験　資　格

　　 　　　　　  　　　　　 昭和47年4月2日以後に生まれた人で、保健師の免許取得者、または平成20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者

　　上記の受験資格に該当する人であっても、次に該当する人は受験できません。
　　ア 日本に国籍を有しない者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　イ 成年被後見人及び被保佐人（準禁治産者を含む）
　　ウ 禁固以上の刑に処せられ，その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
　　エ 本市職員として懲戒免職の処分を受け，当該処分の日から２年を経過していない者
　　オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し又はこ　
　　　 れに加入した者
２．試験の方法（試験は下記の内容を２日間に分けて行います。）
　　適性検査：事務適性等について。面接試験：個別面接により主として人物について。
　　身体検査：職務遂行に必要な健康度を有するかどうかについて。資格調査：受験資格の有無等について。　
３．試験日及び試験場

　　区　　分　適性検査等　 面接試験等

　　日　　時　7月14日(土)　8月2日(木)

　　試験会場         潮来市役所       ※両日出席のこと

４．合格者の発表　8月中に掲示板(市役所前、出張所前)に掲示するほか合格者に通知します。
５．給与と採用時期　　　 
　　給与は潮来市職員の給与に関する条例規則に基づき支給されますが、例えば学校卒業直後に採用された場合は
　　次のとおりです。 給料(基本給)：月額170,200円（平成19年4月1日現在）
　　(注)学校卒業後一定経験年数があるものは，給料（基本給）月額に一定額が加算されます。
　　　　このほか扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当等が支給されます。
　　採用期日は、平成20年4月1日を予定しております。
６．受験手続及び受付期間　　　　　　　　
  　(1)受験申込先  〒311-2493　茨城県潮来市辻626番地 潮来市役所 総務部総務課 人事・行政グループ
  　(2)受付期間    5月28日(月)～6月22日(金)月曜日～金曜日午前9時から午後5時。郵便の場合は6月22日必着。
  　(3)提出書類等 ア 申込書１部(所定の申込書を使用してください。)申込書に貼付ける写真のほかに、写真１枚
　　　　　　　　 　　を添えて申込んでください。なお、写真の裏には、氏名を記入してください。
　　　　　　　　  イ 受験料不要
                  ウ あて先を明記し290円分の切手を貼った定形封筒（受験票送付用）
７．資料の請求について
　　申込用紙等試験に関する資料は市役所総務課に請求してください。
　　郵便で請求する場合は，封筒の表に職員採用試験申込用紙請求と朱書し、次のものを必ず同封してください。
　　あて先を明記し120円分の切手を貼った返信用封筒（Ａ４判）
８．その他  受験申込者には受験票を後日配達記録郵便にて送付します。
【問合せ】潮来市総務課 人事・行政グループ　℡.63-1111 内線221～223

平成19年度潮来市公営墓地使用者募集のお知らせ
【名　称】ほりのうち霊園　【場　所】潮来市堀之内1221番地3
【墓地区画の種別】

　　　 種別　　　区画面積　仕様　残基数

　規格墓地第2種     3㎡　　更地　　35

【募集予定区画数等】

　 　 種別　　  募集区画数　永代使用料(円)　管理料(円／年)

　規格墓地第2種     21　　　　180,000円　　　　3,000円

※永代使用料は初年度、管理料は各年度毎に納めていただきます。
【申込資格】潮来市に住所登録されている方で墓地を所有していない方。
※申込み方法等、詳しくは下記までお問い合わせください。
※申込みは1世帯につき1区画のみです。二重申込み及び虚偽等の不正があった場合は、無効となります。
【問 合 せ】潮来市環境課　環境対策グループ TEL. 63-1111　内線252・253

保健師 1名程度



レガッタ参加者募集

◎イタコシティレガッタ2007(29th)
　皆さんの参加をお待ちしています。
【日　　時】6月24日(日)午前8時受付
                       　　8時30分代表者会議 
                       　　9時競技開始
【会　　場】潮来市ボートコース「常陸利根川」

【種目及び参加料】

　　 種　　　目       距   離    参加料(1ĖķĎ)

ģčĖķĪĉď 成年男子の部

ģčĖķĪĉď 壮年男子の部   500ｍ       3,000円

ģčĖķĪĉď 女子の部                (中学生は無料)

ģčĖķĪĉď 小学生の部     300ｍ        無料

＊成年男子（漕手の合計年齢が140歳未満とする）
＊壮年男子（漕手の合計年齢が140歳以上とする）
(年齢の記載が無い場合、成年男子の出場。)
【参加資格】楽しく漕ぎたい方なら、誰でも参加でき
ます。(初心者歓迎)ただし、都道府県ボート協会登録
者は舵手を除いて1クルー1名以内
【表　　彰】優勝・準優勝・第3位に賞状と豪華賞品・
　　　　　　第4～6位に副賞、出場クルー全員に参加
　　　　　　賞、特別賞(仮装大賞・ほのぼの賞など)

◎第41回水郷潮来レガッタ
　(イタコシティレガッタと同日・同会場にて開催)
【種目及び出漕料】(中学生無料)

　　　　種　　目　       距　離      出漕料

男子ģčĖķĪĉď・女子ģčĖķĪĉď  

男子舵手付Īĉď

男子舵手付きĖĉĢļĪĽķ

女子舵手付きĖĉĢļĪĽķ

男子ĞļĪļķěĔķ

女子ĞļĪļķěĔķ

男子ĚĻĖļķěĔķ

女子ĚĻĖļķěĔķ

【参加資格】中学生以上でボート競技に興味のある方
　　　　　　なら誰でも参加できます。

※態度決定 午前6時 潮来市ĬļĎĢĜĻĞĎ(℡.66-1574)
　小雨決行、荒天(大雨・強風等)の場合中止。　
※参加料の返金はいたしません。
※上記各大会の申込方法等、詳細は下記までお問合せ
　ください。
【締 切 日】6月12日(火) 午後5時まで《厳守》

◎ボート教室を開催します
　6月3・10・17日の毎週日曜日に市民ボート教室を開
催します。練習希望クルーは教室開催日午前9時～正
午まで無料乗艇・指導します。練習を希望する場合は
下記へご連絡ください。
平　日:教育委員会生涯学習課
上以外:潮来市ボート部事務局 高清水 090-1667-8993
                            根　本 080-1062-7809
【申込み・問合せ】〒311-2495　潮来市牛堀17
         潮来市会生涯学習課 スポーツ振興グループ

　　　　 ℡.64-2611 内線642・643

潮来市内対抗ゴルフ大会参加者募集

【日　　時】7月11日（水）

【場　　所】Ｊゴルフ霞ヶ浦(潮来市茂木279-1)

【募集人数】先着160名（1チーム4名以上7名まで）

【プレー費】10,000円(ĜķĪ参加費プレー費食事等込み)

※キャディ付き先着20組 4バック　1人13,000円

【競技方法】・1チーム4名以上7名までの団体戦

　　　　　　・順位は上位4名のネットの合計とする

　　　　　　・ハンディの算出はペリア方式とする

【参加資格】潮来市民または潮来に勤務する者及び市

　　　　　　内の各種団体で構成するチーム

※同一団体で複数チームの参加ＯＫ

※3名以下の団体は近隣団体との混成を認める

【参加申込】下記に置いてある参加申込書に必要事項

を記入し6月20日（水）までに申込みください。

(生涯学習課のみＦＡＸでも受付ます)

※申込用紙は、各地区公民館にもおいてあります。

【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642 FAX.64-5959

　　　　　　潮来グリーンランドゴルフ練習場

　　　　　　℡.64-6184

第1回潮来市長杯ĝĪĢĨļĸĎĬļĎķ大会開催

【日　　時】7月22日（日）午前8時30分～
【場　　所】潮来第二中学校体育館
【参加資格】潮来市ソフトバレーボール連盟加入者　
　　　　　　（1人300円の加入料が必要です）
【参 加 費】1チーム2,000円 (先着36チーム)
※代表者会議:7月14日(土)午後7時～中央公民館にて
【申 込 み】市生涯学習課に置いてある申込用紙に必要
　　　　　　 事項を記入し参加費、加入料を添えて申込む
【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642
　　　　　　潮来市ソフトバレーボール連盟代表
　　　　　　草野 ℡.090-3007-9534　

いきいきITAKOěĬĽĎĠĖĵĪļからお知らせ

◎健康講座(参加料:一般2,500円  会員2,000円)
【内　容】歩行運動とďĐĝİĢĶčĖěĢĸĎĤĻĖļ、走運動とęĎ
　　　　　ĕčĢĢĸĎĤĻĖļ、ěĬĽĎĠĭčęĎĚļと応急処置
【開催日】6月23日・30日、7月14日・28日、8月11日・　
　　　　　25日各土曜日　全6回1コース
【時　間】午前10時～正午
【定　員】先着20名
【場　所】旧八代小体育館【講　師】ĢĸĎĤĻĖļ指導士

◎バドミントン教室(参加料:一般2,000円 会員1,500円)
【開催日】6月3日・10日・24日、7月1日・15日各日曜日
【時　間】午後１時～午後3時30分
【会　場】旧八代小体育館
【定　員】10名(高校生以上)
【問合せ】いきいきITAKOěĬĽĎĠĖĵĪļ
　　　　　℡.64-5886　土曜日午後1時～午後4時
　　　　　　　　　　　日曜日午前9時～午後4時

霞ヶ浦の湖岸で夏の昆虫を観察しよう

◎霞ヶ浦自然観察会

【日　　時】7月21日(土)午前9時50分～午後2時

　　　　　　　　　　　 受付午前9時30分

【集合場所】茨城県霞ヶ浦環境科学センター(土浦市)

【講　　師】久松　正樹氏（ミュージアムパーク茨城

　　　　　　県自然博物館首席学芸主事）

【募集人数】30人　定員になり次第締切ります。

【申込期限】7月18日(水)午後5時【参 加 費】無料

【持 ち 物】筆記用具・昼食・飲み物・補虫網・虫かご等

※土浦駅から茨城県霞ヶ浦環境科学センター間は無料

　送迎バスが利用できます。

※小雨の場合、センター敷地内、又は屋内での講義、

　荒天の場合は中止となります。

※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】茨城県霞ヶ浦環境科学センター

　　　　　　企画・交流課　担当：石川

　　　　　　℡.029-828-0962

平成19年度甲種(新規)防火管理講習

【講習日時】7月18日(水)～19日(木)の2日間

　　　　　　午前9時～午後4時30分

【場　　所】鹿行広域事務組合消防本部

　　　　　　(鉾田市安房1418-15)

【定　　員】80名

【受付期間】6月1日(金)～6月29日(金)

　　　　　　(定員になり次第締切)

※申請書配布・受付は下記にて行いますので、詳しく

　はお問合せください。

【問 合 せ】消防本部予防課　℡.0291-34-7119

　　　　　　潮来消防署　　　℡.0299-63-0119

赤十字水上安全法講習会

　水の事故を防ぎ、おぼれた人を救助する方法や応急

手当の知識と技術の普及を図り、安全で楽しく過ごす

ための講習会を開催いたします。

【講習内容】

・救急法基礎講習：心肺蘇生法・AEDの使用法・気道
　　　　　　　　　異物除去等
・救助員養成講習：水の事故防止・溺者を発見した時
　　　　　　　　　の対処法・救助時の泳法・救助法

【講習日時】6月2日(土)・3日(日)・9日(土)・10日(日)

　　　　　　午前9時～午後4時30分(最終日正午まで）

【講習会場】①中央公民館、②潮来市民プール 

※初日は中央公民館集合となります。

【受講資格】18歳以上で健康な方、4日間受講可能な
　　　　　　方、泳力に自信のある方。
　　　　　　(おおむね500m泳げる方)
【受 講 料】3,100円(教本・消耗品・保険料・プール使用料)
※申込方法等、詳細は下記へお問合せください。
【問 合 せ】日本赤十字社 茨城県支部

　　　　　　℡.029－241-4516

糖尿病予防講演会のお知らせ

【テーマ】Ā糖尿病～なぜ予防するか、どう予防するか～ā

【講　師】筑波大学大学院人間総合科学研究科　

　　　　　内分泌代謝・糖尿病内科　矢藤　繁　氏

【開催日】6月21日（木）午後1時30分～3時30分

【場　所】鹿嶋市まちづくり市民センター　

【定　員】100名〈先着順〉

【入場料】無料

【主　催】潮来保健所管内保健師業務研究会

【問合せ】鹿嶋市健康増進課（鹿島保健センター）

　　　　　TEL.0299-82-6218

「潮来こめ自慢　おふくろ亭」で
料理研究会に参加してみませんか

　道の駅いたこにオープンした「潮来こめ自慢　おふ

くろ亭」は、潮来の新鮮な食材を活かした新しいタイ

プのレストランです。

　あなたも潮来独自の名物料理を作り上げていくオー

プニング・スタッフとして力を発揮してみませんか！

【形　態】パート社員

【仕　事】①調理補助

　　　　　②レジ・ホール補助

【資　格】18歳から65歳位まで　※高校生も歓迎

【給　与】18歳以上　時給720円～　

　　　　　高 校 生　時給655円～　※昇給制度あり

【時　間】午前8時30分～午後7時30分の間、実働5時

　　　　　間程度。(相談に応ず。)

※シフト制による週休２日制、早番・遅番あり

【待　遇】交通費支給(1日上限250円まで)、有給あり

【応　募】電話連絡の上、履歴書（写真貼付）持参。

【問合せ】道の駅いたこ

　　　　　℡.67-1161 担当：大久保、大塚

まちかどギャラリーからお知らせ

◎水郷風景展(特別展・川瀬巴水の木版画)

【期　間】6月1日(金)～24日(日)

【内　容】絵画・木版画展示

◎向後寛治写真展～森の来訪者ヒヨリーナの舞～

【期　間】6月26日(火)～7月1日(日)

【内　容】写真展示

【問合せ】水郷まちかどギャラリー ℡.63-3113

歯の何でも電話相談

【日　時】6月10日(日)午後2時～5時

【受付電話番号】０２９－８２３－７９３０

　　　　　　　　０２９－８３５－０７３７

【回答者】歯科医師

【相談料】無料

【問合せ】

茨城県保険医協会(担当　高橋)

℡.029-823-7930
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一　般 10,000円

高校生  5,000円

一　般 4,000円

高校生 2,000円

一　般 2,000円

高校生 1,000円
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