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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12号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
潮来市コスモスまつり

【期　間】10月6日(土)～28日(日)(花の摘み取り自由)

【場　所】上戸川コスモス団地(潮来市上戸)

◎イベント農業感謝デ－

【日　時】10月6日(土)(荒天の時は10月8日(月)に延期)

          午前11時～午後1時頃(無くなり次第終了)

【内　容】

◆無料サ－ビス:地元産米おにぎり、みそ汁、もち、

　　　　　　　　焼き芋、牛乳

◆農産物の直売:潮来産野菜、潮来産コシヒカリ等

◆特産物の販売:まこもたけ、まこもジェラード等

※花の摘み取りは、10月6日以降にお願いします。

【問合せ】潮来市農政課  TEL.63-1111内線264

水郷潮来直販委員会からお知らせ

　水郷潮来直販委員会(道の駅の農産物直売所出荷団

体)では、年2回(4月及び10月)が入会月となります。

年間とおして農産物を出荷できる方はお申込みくださ

い。なお、委員会では、朝取り新鮮・安全・安心をモ

ットーに消費者のニーズにお答えできるよう努力して

おります。

【問合せ】水郷潮来直販委員会

　　　　　潮来市農政課内水郷潮来直販委員会取次ぎ係

　　　　　℡.63-1111 内線265

犬の登録と狂犬病予防注射
(追加集合注射)

　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法によりĀ登録ā

及びĀ狂犬病予防注射āを受けなければなりません。(すべ

ての犬が対象です。)

【実施日】10月14日(日)

【場　所】潮来市役所牛堀出張所:午前10時～11時30分

　　　　　潮来市役所 本庁舎  :午後 1時～ 3時

【料　金】

◇新しく犬を飼った場合(新規登録)：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)

◇登録はしているが、今年度狂犬病予防注射を受けて

　いない犬：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)

【持参物】印鑑、上記料金

【問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111 内線252

図書館からお知らせ

◎藤井いづみ先生(白百合女子大学非常勤講師)が語る

　お話の世界

【日　時】10月14日(日) 午後2時　　(未就学児対象)

　　　　　　　　　　　 午後2時30分(小学生～対象)

【募　集】各時間ともそれぞれ30組の親子を募集。

【申込み】図書館ĔđĻĞĎ、電話、FAXにて下記まで。

※特別整理期間(蔵書点検等)のため、10月1日(月)～

　8日(月)は休館となります。9月25日(火)～30日(日)は貸

　出冊数を増やします。(図書20冊、視聴覚5点、雑誌5点)

【問合せ】図書館　℡.80-3311 FAX.64-5880

カシマアントラーズを応援しよう

　潮来市に在住、在勤、在学している小中学生・65歳
以上・ファンクラブ会員の方はご招待、その他の一般
の方は1,000円にてご優待！(サポーターズシート)
【日　　程】10月13日(土)午後3時キックオフ
【対戦相手】ガンバ大阪
【引 換 え】試合当日午前10時30分より、第3ゲート
　　　　　　横の特設赤テントにて行います。
【引換条件】潮来市在住、在勤、在学であることを証
　　　　　　明できるものを持参(小・中学生は名札等)
【問 合 せ】ďĻĢĵĎěļĪąĻĖĵĪļ事務局(月曜休)℡.82-5555
　　　　　　潮来市企画財政課 ℡.63-1111 内線216

水郷潮来クロスカントリー
参加者募集！

【期　　日】12月9日(日)小雨決行(荒天の場合中止)
【会　　場】茨城県水郷県民の森（潮来市島須）
【参加対象】小学生以上のアマチュア競技者
【種　　目】
☆小学1・2・3・4年生 男子・女子の部:1,000m
☆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
【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
※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。
【申込締切】11月9日(金)消印有効
【問 合 せ】〒311-2495　潮来市牛堀17番地
　　　　　　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 FAX 64-5959

潮来ソフトテニススポーツ少年団
平成19年度 10月後期生募集

　入団希望者は、10月3日(水)午後7時に日の出運動広

場テニスコートへお集まりください。

【費　用】後期分年間費 7,000円

【問合せ】事務局　長野 ℡.63-0705

ĬĎįīĽĎĚļ http://www.geocities.jp/itako_tennis/

市民スポーツ大会水泳の部参加者募集

【期　　日】10月21日(日)午前9時30分開会式

【会　　場】潮来市民プール

【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】潮来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。

【申込期限】10月10日(水)

【参 加 費】1,000円(高校生以下無料)

【申込み・問合せ】潮来市民プール　℡.66-7511

鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会

Ā生きがいづくり教室ā参加者募集

【日　　時】10月26日(金)午前8時30分～午後5時30分
【行 き 先】予科練記念館、霞ヶ浦総合公園他
【乗車場所】潮来市営駐車場(アイモア隣り)
【参加資格】60歳以上
【参 加 費】1,000円(昼食、飲物は用意いたします)

【申 込 み】往復ハガキに住所、氏名(2名まで)、年
齢、電話番号、乗車場所を記入して、10月2日～5日に
投函(厳守)。先着順に180名まで受付。
※参加可否、乗車場所、集合時間は返信ハガキで連絡

【申込み・問合せ】〒314-0146神栖市平泉481-11　

　　　　　　　　　松本 榮一 ℡.0299-93-1490

La Festa Mille Miglia 2007
(ĵ ĪĈěĞ Įčĸ ĮĶď)

　今年もクラシックカーが道の駅いたこを駆け抜けま
す。みんなで応援に行きましょう！
【日　時】10月16日(火)午前9時30分～10時30分
【場　所】道の駅いたこ臨時駐車場
※状況により内容を変更する場合あり。
【問合せ】道の駅いたこ　℡67-1161

湖の魚祭り開催

　地域芸能披露、試食会、新米と川魚があたる抽選会
などを行います。
【日　時】10月6日(土)午前10時30分～午後2時
【場　所】北浦湖畔荘(行方市山田3969)
【問合せ】きたうら広域漁業協同組合

　　　　　℡.0299-73-3037

障害者就職面接会

【日　時】10月3日(水)午後1時～

【場　所】鹿島ĜĻĢĵķĬġķ新館(神栖市大野原4-7-11)

※参加希望者は、下記まで電話にてご連絡ください。

【問合せ】ハローワーク常陸鹿嶋　障害者担当

　　　　　℡.0299-83-2318

男性の食生活講座

　Ā男子厨房に入らずāの時代から、男性も楽しく台所
に立つ時代へ！一緒にバランス食を作ってみませんか。
【日　　時】10月13日(土)午前9時30分～午後1時
【場　　所】かすみ保健福祉センター
【内　　容】バランス食の調理実習
【持 ち 物】エプロン・三角巾
【募集人数】３０名（定員になり次第終了）
【参 加 費】無料【申込締切】10月5日（金）
【主　　催】潮来市食生活改善推進員連絡協議会
【申込み・問合せ】潮来市健康増進課　℡.64-5240

着物リフォーム講座

【講座日時】10月11日、18日、25日、11月1日、8日
　　　　　　各木曜日午後1時30分～3時30分
【会　　場】羽成ファッションスクール(潮来市潮来107-7)
【内　　容】Āはき心地のよいパンツ作りā
【参 加 費】無料(教材費は実費)【募集人数】20名
【持 参 品】着物、裁縫道具、裁ちばさみ、筆記用具
【申込締切】10月4日(木)
【申 込 み】電話又はFAXにて下記まで
【問 合 せ】羽成ファッションスクール　
　　　　　　℡.62-2983　FAX.63-1827

法務総合相談所開設

　登記、供託、戸籍・国籍、人権擁護など、法務局の
取り扱う業務全般について、法務局職員及び人権擁護
委員が相談に応じます。秘密は固く守ります。(無料)
【日　時】9月30日(日)午前10時～午後4時
【場　所】ĚČčĩĽĻĖļĜĻĞĎğĈĶē2階(鹿嶋市宮中290-1)
【問合せ】水戸地方法務局総務課　℡.029-227-9911

司法書士法律相談

　債務整理、相続、会社設立等についての相談(無料)
【日　時】10月6日(土)午前10時～午後3時
【会　場】鹿嶋市立中央公民館(鹿嶋市宮中4631-1)
【問合せ】茨城司法書士会　℡.029-225-0111

骨髄バンクドナー登録会

【日　時】9月28日(金)午前：9時45分～11時45分　
　　　　　　　　　　 午後：1時15分～ 3時15分
【場　所】カインズホーム神栖店(神栖市平泉239-15)
【問合せ】潮来保健所　℡.66-2116
          (財)骨髄移植推進財団　℡.0120-445-445

オストミー(人工肛門・膀胱保有者)講習会

【日　　時】10月7日(日)午前10時～午後3時
【場　　所】水戸市福祉ĬļĵĻġĆď会館(水戸市赤塚1-1)
【内　　容】講演、相談、ストーマ用装具の展示・説明等
【参 加 費】1,000円(弁当代等)【申込期限】10月5日(金)
【問 合 せ】(社)日本オストミー協会茨城県支部
　　　　　　柳橋和夫　℡・FAX.029-225-2209

お知らせ

体力・運動能力調査をしてみませんか 日時:10月14日(日)午前8時30分～正午 場所:潮来第一中学校体育館 対象:20歳～79歳の男女(40名) 問合せ:潮来市教育委員会生涯学習課  ℡.64-2611　内線642
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発　表　部　門

　 大正琴
【期　　日】11月10日(土)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　℡.66-6423

　 コーラス
【期　　日】11月10日(土)午前10時30分～11時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【参加資格】潮来市文化協会コーラス部加入の

会員及び市内在住の愛好団体並び

に愛好者

【申 込 先】長尾 奈津子　℡.66-1445

　 フォークダンス
【期　　日】11月10日(土)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】白土 和美　℡.66-3036　

　 フラダンス
【期　　日】11月10日(土)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　℡.64-6587　

　 手　品
【期　　日】11月11日(日)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　℡.64-2081　

　 ギターアンサンブル
【期　　日】11月10日(土)午後2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】平松 和司　℡.63-1533

　 邦　楽
【期　　日】11月9日(金)12時30分～午後1時15分、

　　　　　 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 　℡.63-0292

　 吟詠剣詩舞
【期　　日】11月10日(土)正午～午後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】橋本 浩子　℡.63-2726

　 郷土芸能
【期　　日】11月10日(土)午後3時30分～4時

【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　℡.63-3369　

　 カラオケ
【期　　日】11月11日(日)午前9時30分～12時30分

　　　　　　　午後1時15分～2時15分、3時～5時30分

【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】田山　勇　℡.64-2825

　 民謡民舞
【期　　日】11月9日(金)午前9時30分～正午、

　　　　　　12時45分～1時45分、2時30分～5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　℡.66-2156　

　 邦　舞
【期　　日】11月10日(土)午後3時～3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　℡.63-1008

展　示　部　門

【期　　日】11月9日(金）～11日(日）

　　　　　　午前9時～午後4時30分（最終日は

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 8日(木）午前10時～午後12時

【装　　飾】11月 8日(木）午後1時～午後4時

【搬　　出】11月11日（日）午後3時～午後4時

　 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】潮来市在住者、本市出身及び本市

在勤者

【出品の大きさ】

　　絵　画…８０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。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

【文化祭申込先】

　絵　画 ： 草野 好夫　℡.63-3113　

　書　道 ： 関野 桂子　℡.62-2521　

　写　真 ： 内山 貞男　℡.62-4088　

　水墨画 ： 深谷 文子　℡.63-2677　

　 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　℡.66-0005　

　 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

　 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

　 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】塙　真理子（社会福祉協議会）

　　　　　　℡.63-1296　

　 高齢者作品展
【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・

いたこの郷の利用者

【会　　場】中央公民館体育室

　 ボタニカルアート展
【内　　容】植物画

【出品資格】市内在住の愛好者

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】山崎 恭子　℡.66-6373

　 手工芸展
【内　　容】パッチワーク・組紐・籐工芸・藍

染・押花・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

【申 込 先】矢野 糸子　℡.64-6453

　 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

及び市内在住者、本市出身者、市

内在勤者

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】柳瀬 節子　℡.66-1788

　 盆栽展
【内　　容】一般盆栽・らん・おもと・野草な

ど盆作り物

【出品資格】潮来市内在住者、本市出身者、市

内在勤者

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】石津 和男　℡.63-0581

　 陶芸展
【内　　容】陶器

【出品資格】潮来市内在住者、本市出身者、市

内在勤者

【会　　場】中央公民館　工作室

【申 込 先】柴原 成男　℡.62-3764　

　 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

及び市内在住者、本市出身者、市

内在勤者

【会　　場】中央公民館2階研修室

【申 込 先】篠塚 育三　℡.66-0615　

その他部門

　 囲　碁
【期　　日】11月11日(日）午前9時～午後3時

【場　　所】延方公民館　和室

【参加資格】囲碁愛好者

【参 加 費】1,000円（弁当代等）

【申 込 先】井上　健　℡.66-6448

　 将　棋
【期　　日】11月11日(日）午前9時～午後3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。

【参 加 費　一般 2,000円(女子・学生 1,000

円）参加賞あり

【申 込 先】出津　稔　℡.62-3730

　申込受付をされた後、下記の期日で作品を搬

入・搬出してください。貴重な作品ですので、

事前預り等はできません。期日を厳守してくだ

さい。

　各自で搬入・搬出願います。

　よろしくご協力お願いいたします。

搬入日…平成19年11月 8日（木）

　　　　　　　　　　　　　午前10時～正午

搬出日…平成19年11月11日（日）

　　　　　　　　　　　　　午後 3時～4時

文化祭出品申込期限は

各部門の【申込先】まで、

お早めにお申込ください。

１０月２２日（月）です。１０月２２日（月）です。１０月２２日（月）です。

第３1回 潮来市市民文化祭募集要項第３1回 潮来市市民文化祭募集要項第３1回 潮来市市民文化祭募集要項 11月9日(金)・10日(土)・11日(日)期 日

会　場　中央公民館・潮来公民館・水郷まちかどギャラリー
　　　　延方公民館・ふるさと館・旧所家住宅
主　催　潮来市文化協会

【文化祭に関するお問合せ】

潮来市生涯学習課 生涯学習グループ

℡.64-2611 内線633


