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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15号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
サイエンスカフェ

花粉症の発症とその予防

　図書館では、暮らしに役立つ講座を開催します。毎

年、花粉症にお悩みの方、また家族に花粉症をお持ち

の方、ぜひ受講してください。受講後、講師とのカフ

ェ座談会も用意しております。図書館スタッフによる

花粉症関連の図書の紹介もあります。

【日　　時】11月25日(日)午後1時30分～3時

【会　　場】潮来市立図書館視聴覚室・第2集会室

【募集人員】50名(先着順)

【講　　師】筑波大学 耳鼻咽喉科 飛田 忠道氏

【申 込 み】電話・FAX・図書館カウンターにてお申

　　　　　　込みください。

【問 合 せ】潮来市立図書館 TEL.80-3311

　　　　　　　　　　　　　 FAX.64-5880

いたこフィルムコミッションから
お知らせ

　今年の3月に市営あやめ駐車場で撮影が行われた映

画「ALWAYS 続・三丁目の夕日」が11月3日から全国公

開になりました。

　最新ＣＧ技術を駆使して描かれた羽田空港デッキや

懐かしい銀座の街並み、潮来で撮影されたシーンが数

多く出ています。また、エキストラとして撮影に協力

していただいた方々が多く出演されています。

皆さんお誘い合わせの上ご覧ください。

【問合せ】いたこフィルムコミッション

　　　　　(潮来市観光商工課内)

　　　　　℡.63-1111　内線242・244

          ホームページ http://itako-fc.jp/

Ā全国物価統計調査āに
ご協力を！

　11月21日(水)を調査日としてĀ平成19年全国物価統

計調査āが実施されます。

　この調査は、消費者が購入する主な商品の販売価格

やサービスの料金などを調査し、物価政策を始め各種

の行政施策を立案する際の重要な資料を得ることを目

的として行われる国の重要な統計調査です。

　調査は、全国で約13万の小売店舗と約4万の飲食店・

サービス事業所等を対象とします。

　調査にご協力くださるようお願いします。

【問合せ】潮来市企画財政課　企画調整グループ

　　　　　℡.63-1111 内線216

第30回ふれあいパーティー

クリスマスパーティーin蔵

☆すてきな夜をあなたと・・・☆

【日　　時】12月8日(土)午後6時～9時

【場　　所】ＡｌｌＡｂｏｕｔ蔵(潮来市牛堀8-3)

【参 加 費】男性：4,000円　女性：2,000円

【参加条件】男女ともに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20名

【予約締切】11月22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。参加が決まりま

　　　　　　した方は、後日改めてチケットをお送り

　　　　　　致します。

【問 合 せ】潮来市社会福祉課イベント事務局

　　　　　　℡.63-1111 内線385・386

ソフトボール教室

【日　　時】12月9日(日)(雨天中止)

　　　　　　午前9時～正午　(受付8時～)

【場　　所】前川グラウンド

【内　　容】住友金属ソフトボール部の指導による投

　　　　　　手のピッチング等

【定　　員】50名程度　【参 加 費】無料

【各自持参】運動できる服装、運動靴、グローブ、野球帽

【対　　象】

・潮来市体育協会ソフトボール部加盟チーム

・潮来市在住及び在勤の方でソフトボール教室参加希

　望者(18歳以上)

※参加希望者は、当日会場へお越しください。

【主　　催】潮来市体育協会ソフトボール部

※同時に潮来市体育協会ソフトボール部審判部による

　審判講習会開催

【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・643

国税電子申告・納税システム
(通称ｅ-Ｔax)を利用される方

　今般の税制改正において、Ā電子証明書等特別控除ā

(略称)が創設されたことに伴い、住民基本台帳カード

取得申請と、電子証明書取得申請の増加が見込まれて

います。住基カードの発行と電子証明書の作成には、

1枚当たり約30分以上の処理時間がかかります。確定

申告時期または直前での取得申請は、窓口での混雑が

予想され、即日での対応が不可能となる場合も予測さ

れます。

　今年度e-Taxによる確定申告を予定し、新たに住基

カードと電子証明書をあわせて取得される予定の方は、

なるべく早めに窓口へお越しいただき、交付申請をし

ていただけますようお願いします。 

【問合せ】潮来市市民課　℡.63-1111 内線113

司法書士無料電話相談

Ā全国一斉労働トラブル110番ā

【日　　時】11月23日(金・祝)

　　　　　　午前10時～午後4時

【相談電話】(当日のみ)

　　　　　　・℡.029-302-8287

　　　　　　・℡.029-302-8288

【相 談 料】無料

【主　　催】茨城司法書士会

多重債務者向け
無料法律相談会

【日　時】・12月10日(月)：茨城県筑西合同庁舎

　　　　　・12月11日(火)：茨城県土浦合同庁舎

　　　　　・12月12日(水)：茨城県水戸合同庁舎

　　　　　・12月13日(木)：茨城県鉾田合同庁舎

　　　　　　午前10時～午後4時

【対応者】弁護士、司法書士、消費生活相談員

【定　員】各日とも30名(先着順)

【相　談】無料

【申込み】事前に、下記まで電話にてお申込みくださ

　　　　　い。(定員になり次第締切)

【申込み・問合せ】茨城県生活文化課　

　　　　　　　　　℡.029-301-2829

茨城県消費生活講演会

【日　時】11月30日(金)午後1時30分～2時30分

【場　所】茨城県鉾田合同庁舎(鉾田市鉾田1367-3)

【テーマ】Ā消費者トラブルの現状と対応～法律家の

　　　　　視点から～ā

【講　師】神栖ひまわり基金法律事務所

　　　　　弁護士 稲葉 大和 氏

【参加費】無料

【申込み】参加希望の方は、11月16日(金)までに下記

　　　　　へ電話にてご連絡ください。

【申込み・問合せ】茨城県鹿行地方総合事務所　

　　　　　　　　　県民生活課 消費生活担当

　　　　　　　　　℡.0291-33-6123

Ā落とし物等āの
取扱いが変わります

◎遺失物法が12月10日から変わります。

◇落とし物や忘れ物の保管期間が6か月から3か月に短  
　縮されます。
◇落とし物や忘れ物が県警のホームページで公表され
　探しやすくなります。
◇Ā所有者が判明しない犬又はねこāについては、遺失
　物法の対象外となり、県等が引き取ることになります。
※落とし物や忘れ物をしたり、拾ったりした場合は、
　警察署又は交番・駐在所にお届けください。

【問合せ】行方警察署　℡.0299-72-0110

潮来市男女共同参画シンポジウム２００７
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　みんな

テーマ「認めあい　男女仲良く未来に向けて」

【期　日】12月9日(日)　開場：正午　開会：午後１時

【場　所】潮来市立中央公民館　大ホール(300席)　　　　　 【入場料】無料

【主　催】潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会・潮来市　【後　援】潮来市教育委員会

◆プ　ロ　グ　ラ　ム◆ 
◎開会式(午後1時～)

◎第１部(午後1時20分～2時5分)

　　　　　☆活動発表

　　　　　　Ā障がい児を支援するăăă親として、NPOとしてā

　　　　　　 障がい者(児)親の会会長・NPOふれあい潮来理事長　吉川 佳代子 氏

　　　　　☆音楽発表　

　　　　　　牛堀中学校３年生による混声合唱

　　　　　　曲目Ā大地讃頌āĀTomorrowā

◎第２部(午後2時10分～3時40分)

　　　　　☆講　　演

　　　　　　Ā女房が宇宙を飛んだ～女性の生き方、男女の新たな共生ā

　　　　　　 講師　向井 万起男氏(慶應義塾大学准教授)

※託児の必要な方は事前にご連絡ください。

【申込み・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208 向井 万起男氏
(妻は、日本初の女性宇宙飛行士 向井 千秋さん)
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茨城県市町村総合事務組合
職員採用試験

【採用予定】2名程度

【職務内容】一般事務

【受験資格】昭和54年4月2日以降生まれた人で、学校

　　　　　　教育法による大学(短期大学を除く)を卒

　　　　　　業した人もしくは平成20年3月31日まで

　　　　　　に卒業見込みの人。

【一次試験】12月9日(日)

　　　　　　茨城県市町村会館(水戸市笠原町978-26)

【申込期間】11月5日(月)～11月22日(木)

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】茨城県市町村総合事務組合総務課

　　　　　　℡.029-301-1241(担当 遠藤・平間)

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座案内

◎アーク溶接特別教育

【日　　時】平成20年1月23日(水)～25日(金)3日間

　　　　　　午前9時～午後5時

【内　　容】労働安全衛生法に基づく講習(アーク溶

　　　　　　接の基礎知識、関係法令、実技)

【定　　員】10名(修了者に特別教育修了証を交付)

◎エクセルの基礎

【日　　時】平成20年1月15日(火)～28日(月)のうち、

　　　　　　6日間　午後6時～9時

【内　　容】パソコン初心者対象。表作成・簡単な計

　　　　　　算、印刷、グラフ作成、現金出納帳(家

　　　　　　計簿)、住所録作成等

【定　　員】20名

【受 講 料】各コース共2,900円(テキスト代等含)

【受付期間】12月3日(月)～20年1月7日(月)

　　　　　　午前9時より、受講料を持参のうえ、直

　　　　　　接下記まで。

【申込み・問合せ】

茨城県立鹿島産業技術専門学院(鹿嶋市林572-1)

℡.0299-69-1171

未就業の看護職員の皆さんへ
再就業支援研修

　未就業看護職員の方にお一人でも多く就業してい

ただくため、離職期間が長い未就業の看護職員を対象

に、再就業支援研修を行います。

【対 象 者】未就業で、再就業を希望する看護職員

【受 講 料】無料

【研修期間】3日間(希望日受講可)

【場　　所】受入れ協力病院(42施設)

※詳しくは下記までお問合せください。

【問 合 せ】(社)茨城県看護協会・茨城県ナースセンター

　　　　　　℡.029-225-8572

　　 ひと　　ひと

男と女ハーモニーフォーラム2007

～思いやりをかたちに・・・
　　　　　　　　　輝いて、あなたとともに歩もう～

【日　時】11月23日(金)開場 正午　開会 12時45分

【場　所】レイクエコー(行方市宇崎1389)

【内　容】☆寸劇/花づなĀ迷い道くねくねā

　　　　　☆本音で語ろう市民トーク

　　　　　☆トーク＆コンサート/山田 パンダ氏

　　　　　　Ā変われる家族・新しい家族のかたちā

　　　　　　(ミュージシャン、元Āかぐや姫āメンバー)

【入場料】無料

※当日は、手話通訳及び託児室があります。

※参加希望の方は、事前に潮来市秘書広聴課まで、電

　話にてご連絡ください。

【問合せ】茨城県鹿行地方総合事務所 県民生活課　

　　　　　℡.0291-33-6123

　　　　　潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線208

第6回潮音寺こころの学校特別公開講座

Āまほろば塾・歴史文化講演会ā

【日　　時】12月2日(日)午後1時より

【会　　場】潮音寺(潮来市日の出4-7)

【講　　師】安奈 淳さん(元宝塚歌劇団)

【演　　題】Ā私と宝塚ā

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問 合 せ】水雲山潮音寺Āこころの学校ā事務局　

　　　　　　℡.66-0623

子どもの成長に関する
講演会・相談会

【日　時】12月8日(土)

　　　　　講演会:午後3時～4時

　　　　　相談会:午後4時10分～5時30分

【場　所】住金マネジメント㈱人材開発センター

　　　　　(鹿嶋市光935-16)

【座　長】三笠小児クリニック院長 箕輪富公先生

【演　題】Ā小児の成長と神経の発達について～乳幼

　　　　　児健診においての注意点～ā

【講　師】順天堂大学医学部附属練馬病院

　　　　　小児科教授 新島 新一先生

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問合せ】日本イーライリリー㈱

 ℡.090-9617-7294（担当 平方）

落ち葉の観察会

【日　時】11月17日(土)午前10時～正午

【集　合】水郷県民の森ビジターセンター

【講　師】中村紘(森林インストラクター)

【人　数】25名(当日先着順)　【持ち物】飲物

【問合せ】水郷県民の森管理事務所　℡.64-6420

水郷まちかどギャラリーから
お知らせ

◎キルトサークル糸　パッチワーク展

【期　間】11月28日(水)～12月2日(日)

【内　容】パッチワーク作品展示

◎人権尊重作品展

【期　間】12月4日(火)～12月9日(日)

【内　容】市内小・中学生のポスター、作文、標語展示

◎活躍する作家展

【期　間】12月12日(水)～12月21日(金)

【内　容】絵画、写真、書道、陶芸等展示

【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

百里基地音楽祭

【日　時】12月9日(日)午後2時～4時

　　　　　(受付午後1時15分～)

【会　場】小美玉市立小川文化センター

【出　演】航空中央音楽隊(入場無料)

※申込み方法等、詳細は下記までお問合せください。

【問合せ】航空自衛隊第7航空団広報班音楽祭係　

　　　　　℡.0299-52-1331 内線2587

茨城県最低賃金改正

～守ろう！確かめよう！この最低賃金～

　茨城県内で事業を営む使用者とその事業場で働くす

べての労働者(臨時に雇用される者、パートタイマー、

アルバイト等含む)に適用される茨城県最低賃金が時

間額665円(引上げ額10円)に改正されます。(平成19年

10月20日発効)詳しくは下記へお問合せください。

【問合せ】茨城労働局労働基準部賃金室　

　　　　　℡.029-224-6216

知っていますか？建退共制度

　この制度は、建設現場で働く方々のために、Ā中小

企業退職金共済法āという法律により国が作った退職

金制度です。

　事業主の方々は、現場で働く労働者の共済手帳に働

いた日数に応じて掛金となる共済証紙を貼り、その労

働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共か

ら退職金を支払うという、いわば業界全体での退職金

制度です。詳しくは下記へお問合せください。

【問合せ】独立行政法人勤労者退職金共済機構

　　　　　建退共茨城県支部　℡.029-225-0095

 

広報いたこ情報版　11月11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）

                   みずのさと

水 郷の
音楽会20th

～楽しいお話と
　クラシック音楽のひととき～

【日　　時】11月25日(日)

　　　　　　午後2時30分開場 

　　　　　　午後3時　　開演

【場　　所】潮来公民館

【プログラム】

♪F.メンデルスゾーン・バルトルディ作曲

　ピアノ・ヴァイオリンとチェロの

　ための三重奏曲 ニ短調 作品49

♪F.リース作曲

　ピアノ・クラリネットとチェロの

　ための三重奏曲 変ロ長調 作品28

【入場整理券】

1,200円(前売り300枚・全席指定）

現在発売中(午前9時～午後5時)

※未就学児の入場はお断りします。

【問 合 せ】

潮来公民館(月曜休館)

℡.62-3522


