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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11号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
平成19年度 潮来市敬老会
～ご案内とご協力のお願い～

【日　時】9月17日(月)敬老の日

【会　場】開花亭(潮来富士屋ホテル別館)

【日　程】

午前 8時30分～ 9時50分:受付

　　10時　　～10時30分:式典

　　10時40分～11時40分:ďĢĵĖĚČĻ(井坂 斗絲幸 社中)

　　　　　　　11時45分:解散(地区ごとに時間指定)

★お　願　い★
①開花亭内駐車場に駐車できる車は、駐車券(黄色)を

　フロントに掲示している車に限らせていただきます。

　潮来市側駐車場(大黒天付近・看板有)をご用意いた

　しましたので、ご協力をお願いいたします。潮来市

　側駐車場からは、開花亭マイクロバスにて送迎いた

　します。(午前8時30分～随時）

②解散後の迎えの時間は、混雑をさけるために、地区

　ごとに時間指定いたしました。(車に掲示している

　色紙で区別する)

◇大生原・潮来地区：午前11時50分～12時15分

　　　　　　　　　　(送迎車時間指定券 色 ピンク)

◇日の出・津知地区：12時15分～12時35分

　　　　　　　　　　(送迎車時間指定券 色 ブルー)

◇延方・かすみ・八代地区：12時35分～　　　　

　　　　　　　　　　　　　(送迎車時間指定券 色 白)

※大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願い

　します。

【問合せ】潮来市介護福祉課　高齢福祉グループ  

　　　　　℡.63-1111  内線388ă393

平成20年
Ā新成人のつどいā開催

【日　時】平成20年1月13日(日)

　　　　　開会　午前10時30分(受付10時)

【場　所】中央公民館　大ホール

【新成人該当者】

　昭和62年4月2日から昭和63年4月1日生まれの方(該

　当者の方には、11月中旬に案内状を発送予定)

※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14日(日)ま

　でに各地区公民館(中央、潮来、津知、延方、大生

　原、牛堀)にご来館のうえ、申込書の提出をお願い

　致します。ご家族の方による代理でも結構です。

【問合せ】中央公民館　℡.66-0660

らくらく健康体操
～介護を必要としないために～

ヘルスランドさくらで、らくらく介護予防！

楽しく体操したあとは、お風呂で汗を流しましょう。

カラオケもOK!

【日　　時】10月～12月の毎週火曜日 午前10時～正午

　　　　　　10月 16日・23日・30日

　　　　　　11月  6日・13日・20日・27日

　　　　　　12月  4日・11日・18日

【場　　所】ヘルスランドさくら

【対　　象】65歳以上で介護予防が必要な方10～15名

【参加費用】2,000円(入場料込み)

【申込方法】市福祉事務所・牛堀出張所・高齢者総合

　　　　　　相談センターあやめ／福楽園・各地区公

　　　　　　民館・かすみ保健福祉センター・図書館

　　　　　　・ヘルスランドさくら・道の駅いたこに

　　　　　　ある申込書に必要事項を記入の上、9月

　　　　　　21日(金)までに下記へ提出してください。

※参加者多数の場合選考あり

※潮来市内無料送迎バス(道の駅バス)を利用すること

　ができます。

【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　FAX.80-1410

インディアカ教室
参加者募集

【日　　時】10月3日～10月31日　

　　　　　　毎週水曜日(5回)午後7時30分～9時30分

【場　　所】元牛堀第一小学校体育館(図書館隣り)

【募集人員】20名　

【講　　師】潮来市体育指導委員

【参 加 料】1,000円(保険代)

【申込方法】所定の用紙に参加料を添えて直接申込む

【申込み・問合せ】

潮来市牛堀17(牛堀出張所2階)

潮来市教育委員会生涯学習課 スポーツ振興グループ

℡.64-2611　内線642・643

就業構造基本調査を
実施します

　総務省統計局では、10月1日に15回目の就業構造基

本調査を実施します。

　この調査は、我が国における就業・不就業の実態を

明らかにし、全国及び地域別の就業構造に関する基礎

資料を得ることを目的としています。

　調査の対象となった世帯に、統計調査員が9月下旬

頃に伺いますので、ご協力をお願いいたします。

【問合せ】潮来市企画財政課　企画調整グループ

　　　　　℡.63-1111 内線216

『すんだ水 未来をうつす 下水道』

9月10日は『下水道の日』です

　下水道は、衛生的な生活環境を確保し、湖や河川の

水質汚濁を防止するために必要不可欠な生活基盤施設

です。下水道の積極的な整備を推進するため、毎年9

月10日を『下水道の日』として、全国的に普及推進活

動が実施されております。

　周囲を湖や河川に囲まれている潮来市においては、

下水道の必要性はさらに高いものとなっておりますの

で、住民の皆さまの下水道事業に対するご理解ご協力

をいただき、下水道が整備された地区のご家庭では早

めに下水道に接続してくださいますようお願いいたし

ます。

　今回、下水道の役割や必要性を知っていただくため、

学校を通して市内の小中学生を対象に下水道にちなん

だ作品を募集いたしました。その作品の展示会を下記

のとおり行いますので、ぜひご覧ください。

～下水道促進週間コンクール　小中学生作品展～

【日　　時】9月20日(木)～24日(月・祝)

　　　　　　午前10時～午後8時

【場　　所】ショッピングプラザ ラăラăルー

【出展作品】ĬĽěĞĎ・作文・書道・標語・新聞

【問 合 せ】潮来市下水道課 ℡.63-1111 

　　　　　　内線325

　　　　押し花作品展

【期　間】9月14日(金)～10月21日(日)

【場　所】潮来ふるさと館展示室　

【入場料】無料

【問合せ】潮来ふるさと館 ℡.62-2336

　 水郷県民の森自然観察会

【日　　時】9月15日(土)午前10時～正午

【集合場所】水郷県民の森ビジターセンター

【内　　容】野鳥が好んで食べる木の実を観察

【参加人数】25名

【各自持参】飲物

【問 合 せ】水郷県民の森管理事務所

　　　　　　℡.64-6420

第1種フグ取扱・第2種技術認定

【日　　時】10月6日(土)

【場　　所】(学)中川学園調理技術専門学校

　　　　　　(水戸市見和3-663-10)

【申込日時】9月13日(木)～14日(金)

　　　　　　午前9時～11時30分、午後1時～4時

※詳細は下記までお問合せください。

【申込み・問合せ】

潮来食品衛生協会事務局(潮来保健所内)

℡・FAX.66-4805 (担当：磯谷)

子育て支援 ハサマクラブ
～牛堀保育園～

　未就園の子どもからおじいちゃん、おばあちゃんま

で、年齢も幅広く、歌やリトミック、ゲームなどを行

っています。

【日　程】

 9月12日(水)午前10時～11時  　製作遊び

　　　　　　　　　　　　　　　(ちびくろサンボ)

　　26日(水)午前10時～11時  　音楽遊び

　　　　　　　　　　　　　　　(ドレミファソ♪)

10月10日(水)午前10時～11時  　体操遊び(運動会)

10月31日(水)午前10時～正午  　さつまいも収穫祭＆

　　　　　　　　　　　　　　　ハロウィンパーティー

11月28日(水)午前10時～11時  　創作遊び(イモ版で

　　　　　　　　　　　　　　　年賀状作り)

12月12日(水)午前10時～11時    創作遊び(自然素材

　　　　　　　　　　　　　　　で遊ぼう)

12月25日(水)午前10時～11時30分  クリスマスコンサート

【場　所】牛堀保育園(潮来市上戸1899)

【問合せ】牛堀保育園　℡.64-2337(担当大友・野口)

募　　集



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、サッカー、
バレーボール、バスケットボール

■期　日　１０月１１日(木)午後７時

■場　所　潮来市中央公民館

・ソフトバレーボール

■期　日　１０月１８日(木)午後７時

■場　所　潮来市中央公民館

☆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（牛堀出張所）

　℡.６４－２６１１　内線 642ă643

■申込締切

　１０月１０日 (水 ) 午後５時まで

　・歩け歩け会は ,１０月１２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中学生は無料です。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　潮来市中央公民館にて　℡.６６－０６６０

広報いたこ情報版　９月９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／１０月２１日(日)ă２８日(日)

　　　　　　予備日１１月１８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／１０月２１日(日)ă２８日(日)

　　　　　　 １１月１１日(日)・１８日(日)・予備日２５日(日)

■会　　場／かすみの郷公園

■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／１０月２１日(日)　予備日１０月２８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／１０月２８日(日)

■会　　場／潮来第一中学校 体育館

■チーム編成／一般男女４名以上６名以内（年齢制限なし）

■諸 注 意／(1)試合は１チーム男女２名ずつの混合で行う。

　　　　　 (2)男子に代わって女子が出場しても差し支え

ない。

            (3)先着24チームで締め切り　　　　

■試合方法／予選リーグの後、決勝トーナメントÿ

■期　　日／１０月２１日(日)

■会　　場／中央公民館体育室ă日の出小体育館

■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／１０月２１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／１１月１８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

　　　　　　チーム編成は男女混合又は女性のみÿ

　　　　　　(一部ローカルルール採用)

■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／１０月２１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

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／１０月２１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ă

に分けĂ個人戦のトーナメント戦とする。

　　　　　　一般男女はシングルスăダブルスのいずれかに

参加申し込み、トーナメント戦を行う。

■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／１０月２１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／１０月２１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)・射込の部(12射)

ソフトボール バレーボール(９人制)

卓　　　　球

剣　　　　道

弓　　　　道
バドミントン　

インディアカ

バスケットボール

サッカー

ソフトバレーボール　

軟式野球

■期　　日／１０月２８日(日)

■コ ー ス／栃木県茂木方面

■参 加 者／健康な方で約10km(山道ă林道有り)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

■期　　日／１０月２１日(日)　予備日１０月２８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／一　般　の部　１０月２１日(日)

　　　　　　小中学生の部　１０月２７日(土)

　　　　　　　　　予備日　１０月２８日(日)

■会　　場／潮来高校テニスコート

■参 加 者／小学生以上の男女(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

テ　ニ　ス

ソフトテニス

主　催　潮来市教育委員会ă潮来市体育協会

期　日 平成１９年１０月２１日(日)～１１月２５日(日) 日曜日開催

Ｈ19 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ19 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ19 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ19 秋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

秋季市民スポーツ大会　申込方法

歩け歩け会

☆キャプテン会議☆


