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水道料金を減額します

　昨年12月28日(金)の水道管修理工事により、潮来・
辻地区の一部において赤水(水道水が赤茶色に濁る)が
発生し、ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。
　つきましては、潮来・辻地区の方で、赤水が発生し
捨て水を行った方に対して、2月分の料金から1m3減額
の措置を行います。お手数でも該当される方は、下記
までご連絡くださいますようお願いいたします。
【連絡先】潮来市水道課　℡.67-5743
          ㈱ジェネッツ(市役所内)℡.63-1111 内線335

平成19年度分電気式生ごみ処理機

購入補助は終了しました

　補助を利用して電気式生ごみ処理機の購入をお考え
の方は、4月以降に購入してください。
　なお、平成19年度分のコンポスト容器及びEM処理容
器補助金は、若干残額があります。(予定額に達した
時点で終了)※必ず購入前に下記へお問合せください。
【問合せ】潮来市環境課　環境政策グループ
　　　　　TEL63-1111　内線251～253

平成20年度小学校入学
ひとり親家庭児童に入学祝い品贈呈

　お子さんの氏名、性別、保護者名、住所、電話番号
を2月1日(金)までに下記申込み先までご連絡ください。
【申込み先】潮来市社会福祉課 子育て支援室　
　　　　　　母子福祉担当 ℡.63-1111　内線385
【問 合 せ】茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　　　℡.029-221-7505

潮来市民プール臨時休館

　水抜き清掃及び機械点検等実施のため、2月12日(火)か
ら2月18日(月)まで休館いたします。利用者の皆様に
はご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願いします。
【問合せ】潮来市生涯学習課　℡.64-2611

Āレジ袋減らし隊ā運動を継続します

　昨年7月1日から12月31日まで行われたĀレジ袋削減
運動āでは、おかげさまで7,131枚のレジ袋を辞退して
頂くことができました。運動は昨年末で終了する予定
でしたが、さらに発展させていくため、平成20年12月
31日まで継続することになりました。
　今後とも、ご支援ご協力をお願いします。
【問合せ】延方公民館内(延方生活学校) ℡.66-6011

行政相談
～そうだ！行政相談委員に相談してみよう～

　国・県・市役所等の行政サービスに関する苦情・提

案等、行政の仕組みや手続きに関する相談を受付け、

その解決のための助言や関係機関に対する通知等を

行っています。秘密は守られます。

【日　時】2月20日(水)午後1時～3時

【場　所】津知公民館 行政相談委員:木内 洋子さん

　　　　　牛堀公民館 行政相談委員:姥貝 好雄さん

【費　用】無料

【問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線205

潮来市文化講演会

【期　　日】2月2日(土)午後１時30分から

【場　　所】潮来公民館大ホール

【主　　催】潮来市教育委員会・潮来市文化協会・

　　　　　　潮来市商工会

【講　　師】

志茂田 景樹氏

(直木賞作家、

よい子に読み聞かせ隊隊長）

【演　　題】

『読み聞かせで、心豊かな子供に』

【入　　場】

無料(定員300名・全席指定)

【申込方法】

チケットを下記まで受取りに来てください。

電話・FAXでの仮受付も可能ですが、その場合は前日

までにチケットを受取りに来てください。

※座席は、事務局一任となります。

※講演時間中、託児サービスをいたします。(15名程

　度)ご希望の方は申込みの際にお知らせください。

※長勝寺隣り市営駐車場をご利用ください。

【問 合 せ】潮来市文化講演会事務局

　　　　　　(潮来市生涯学習課生涯学習ĖļķĎĪĽ内)

　　　　　　牛堀出張所2階 ℡.64-2611 FAX.64-5959

難病医療講演会

【日　時】2月16日(土)午後1時30分～3時30分(受付1時～)

【場　所】レイクエコー(行方市宇崎1389)

【対象者】炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)

　　　　　の方又はその疑いのある方及びご家族等

【内　容】・情報交換:Ā炎症性腸疾患患者としての体

　　　　　　　　　　 験についてā

　　　　　・話題提供:いばらきUCDCLUB(炎症性腸疾

　　　　　　　　　　 患患者会)代表 菊池 俊雄氏

【申込み】電話又はFAXにて下記まで。

【締切り】2月15日(金)

【問合せ】潮来保健所保健指導課 難病担当

　　　　　℡.66-2174　FAX.66-1613

(社)鹿行法人会 青年部会・女性部会

設立20周年記念講演会

【日　時】2月15日(金)午後3時30分～午後5時
【会　場】潮来ホテル
【テーマ】Ā借りてる地球の使いかたā
【講　師】清水 國明氏(タレント)
【対象者】どなたでも参加できます。
【参加費】無料(先着100名)
【申込み】電話にて下記まで。(2月8日締切)
【問合せ】(社)鹿行法人会事務局　℡.82-8386

前川の改修工事が行われます

　前川治水の安全性を高めるため、潮音橋から前川橋
の区間について、市街地側の既設鋼矢板護岸の天端ĘĻ
ĖĶĎĢの嵩上げ工事を計画しております。
　今年度、一部工事を着手するにあたり河川敷と民地
の境界確認と、護岸嵩上げ工事を実施いたしますので、
ご理解ご協力をお願いします。
【期　　間】1月下旬～3月下旬
【場　  所】一級河川 前川(潮来市潮来～辻地内)
【実施内容】境界確認及び護岸嵩上げ工事
【問 合 せ】茨城県潮来土木事務所 道路河川整備第二課
　　　　　　 ℡.62-3729 横田・皆藤(かいとう)　

公売が実施されます

　茨城租税債権管理機構では、市税の滞納により差押

えた不動産について、一般の方も参加できる入札によ

り公売を行います。

【日　時】2月12日(火)午後1時20分～2時(受付12時50分～）

【場　所】水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

～公売対象不動産(売却区分番号19-63)～

　見積価額900,000円　公売保証金90,000円

◆財産の表示(登記簿による表示)

①所在潮来市辻字中辻 地番299番117 地目畑 地積31.00㎡

②所在潮来市辻字中辻 地番299番118 地目畑 地積80.00㎡

③所在潮来市辻字中辻 地番299番123 地目宅地 地積15.93㎡

【備　考】・対象物件は、市街化区域です。

　　　　　・①、②は農地につきĀ買受適格証明書āの

　　　　　　提出が必要です

　　　　　・諸事情により中止になる場合があります。

【問合せ】茨城租税債権管理機構(水戸市柵町1-3-1)

　　　　　℡.029-225-1221

　　　　　ĬĎįīĽĎĚļ http://www.ibaraki-sozei.jp/

※茨城租税債権管理機構とは、市町村から滞納事案の

　移管を受け、弁護士・税理士等専門家の指導を受け

　て、差押・公売等の滞納処分により税金の徴収を行

　う一部事務組合(特別地方公共団体)です。

講　　　演　　　会

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

　平成20年4月1日より、下記の対象者はこれまでお使いの医療保険(国民健康保険、社会保険など)を脱退し、後

期高齢者医療保険に加入していただきます。

☆対 象 と な る 方：75歳以上の全ての方および、65歳以上の方のうち一定の障害をお持ちの方です。

☆給付・自己負担割合：原則として、現在の老人保健制度で受けられるものと変わりません。

☆保 険 料 に つ い て ：世帯主と、その世帯の後期高齢者医療保険の対象となる方の収入によって決定され、

　　　　　　　　　　　平成20年度から個人毎に納付をしていただきます。なお、これまで保険料を負担して

　　　　　　　　　　　こなかった方(社会保険被保険者の方の扶養の方)については、下記のとおり負担軽減されます。

　　　　　　　　　　　・平成20年 4月～9月・・・・・・保険料全額免除

　　　　　　　　　　　・平成20年10月～平成21年3月・・保険料のうち均等割部分の9割を免除

☆保 険 料 の 納 め 方

　◎現在、社会保険及び共済組合の保険などをお使いの方

　　・今年7月にお送りする保険料の納付書により、納付をお願いします。（普通徴収：7月から21年2月までの8期）

　◎現在、国民健康保険をお使いの方

　　・年金の額が年額18万円以上で、後期高齢者医療制度及び介護保険制度の保険料合計が年金の2分の１を超え

　　　ない方は、年金から差し引かれます。（特別徴収）

　　・上記以外の方は、今年7月にお送りする保険料の納付書により、納付をお願いします。

　　　（普通徴収：7月から21年2月までの8期）

☆後期高齢者医療制度の開始にともなって、国民健康保険税の納め方が一部変わります

　・世帯主の方の年金の額が年額18万円以上で、国民健康保険をお使いの方が全員65歳以上75歳未満の場合、国

　　民健康保険税と介護保険料が年金の2分の１を超えない世帯主の方は、年金から差し引かれます。(特別徴収)

　　(なお、上記の特別徴収に該当する方でも、普通徴収をお願いする場合があります。)

※制度の詳細については、下記までお問合せください。

【問合せ】潮来市市民課 国保年金グループ ℡.63-1111 内線134
　　　　　潮来市税務課 住民税グループ　 ℡.63-1111 内線124
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募　　集

鹿行地区スポーツレクリエーション大会

参加者募集(グラウンドゴルフ)

【日　時】3月22日(土)午前8時30分～ 雨天時3月23日(日)
　　　　　態度決定　午前6時
【場　所】ト伝の郷運動公園(カシマサッカースタジアム隣り)
【主　催】鹿行地区体育指導委員協議会　
【持参物】クラブ　ボール　昼食
【参加料】1,000円(申込み後の返金はいたしません)
【申込み】参加料を添えて下記まで。(2月27日(水)まで)
【問合せ】潮来市生涯学習課ěĬĽĎĠ振興ĖļķĎĪĽ
　　　　　牛堀出張所2階 ℡.64-2611内線642

潮来市民スキー教室参加者募集

【日　時】2月8日(金)～11日(月)
　　　　　　 8日(金)午後9時市役所出発
【行　先】岩鞍スキー場(群馬県片品村)
【参加費】大人:29,000円  子供:27,000円(小学生以下)
【募　集】40名（定員になり次第締め切ります）
【申込み】参加費を添えて下記まで。
【問合せ】潮来市生涯学習課ěĬĽĎĠ振興ĖļķĎĪĽ
　　　　　牛堀出張所2階　℡.64-2611
　　　　　潮来スキークラブ 村田　℡.66-2443

いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ

夜行日帰りスキー教室参加者募集

【日　時】3月9日(日)　8日(土)午後8時延方駅出発
　　　　　(寝袋または毛布を持参してください。)
【行　先】米沢スキー場（山形県米沢市）
【参加費】会員 大人:6,000円 子供:5,000円(小学生以下)
　　　　　一般 大人:8,000円 子供;7,000円(小学生以下)
【募　集】40名（定員になり次第締め切ります）
【指導員】潮来スキークラブ指導員(スノーボードも
　　　　　できますが指導はありません。)
【申込み】参加費を添えて下記まで。電話での申込み
　　　　　もおこなっております。
【問合せ】いきいきITAKOěĬĽĎĠĖĵĪļ(旧八代小学校内)
　　　　　土曜:午後1時～4時・日曜:午前9時～午後4時
　　　　　℡.64-5886

第7回 潮来市社会福祉協議会

チャリティロングランコンペ

　潮来カントリー倶楽部でのゴルフ代の一部がチャリ
ティ基金として潮来市社会福祉協議会へ寄付されます。
(入賞者へ豪華賞品あり。)
【開催期間】2月12日(火)～2月29日(金)
【参 加 費】平日：キャディ付   13,000円
　　　　　　　　　カートセルフ 11,320円
　　　　　　土日：キャディ付   19,000円
　　　　　　　　　カートセルフ 17,320円
(ĪĽĸĎ代諸費用、昼食、ğĊĶġĆ費、ĘĻīĽ参加費含む)
【主　　催】潮来市社会福祉協議会
※詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】潮来カントリー倶楽部　℡.67-5051

観光ボランティア講座受講者募集

　観光ボランティア活動に興味のある方は、一度参加
してみませんか。(参加費無料)
　今回は入会ではないので、お気軽にお越しください。
【日　　時】2月 8日(金)午後1時30分～3時30分
　　　　　　3月14日(金)午後1時30分～3時30分
【内　　容】案内コースを回る実地講座(雨天時館内)
【集合場所】潮来公民館
【申 込 み】電話にて、事前に下記まで連絡。
【問 合 せ】水郷潮来観光ボランティア連絡協議会
　　　　　　(潮来市観光商工課内)℡.63-1111 内線243

平成20年度

 潮来市水泳スポーツ少年団 団員募集

【対 象 者】潮来市内の小・中学生
【募集人数】約20名(定員を超えた場合には、次年度
　　　　　　に優先して入団できます。）
【練 習 日】毎週日曜日 午前10時～正午
　　　　　　夏休み期間 午後5時～7時
※上級者(3級以上)は毎週木曜日午後6時45分～8時も実施
【練習場所】市民プール（潮来市前川1467）
【年 会 費】10,000円(登録料、保険料込み)
【申込方法】市民プール窓口の申込み用紙に記入のう
　　　　　　え、お申込みください。
【申込期間】1月27日(日)～2月7日(木)午後8時まで
【問 合 せ】団長 伊藤 ℡.67-5913（FAX同じ）
※随時ボランティアコーチの募集も行っています。

スプリングパーティー女性参加者募集

～独身男女に出会いの場を～

【日　　時】3月16日（日）午後3時～
【場　　所】潮来富士屋ホテル別館「開花亭」
【参 加 費】2,000円
【参加資格】20～40歳の独身女性(地域制限なし)
【締 切 日】2月末(定員になり次第締め切り)
【申込方法】電話又はFAXにて、住所・氏名・年齢・
　　　　　　職業・電話番号を下記まで連絡。
【主　　催】鹿行地区商工会青年部連絡協議会
【問 合 せ】潮来市商工会 担当 宮内
　　　　　　℡.62-3831　FAX.63-3630

平成20年度
茨城県警察官採用試験説明会

【日　　時】2月16日(土)午後1時～午後4時30分
【場　　所】茨城県警察学校(茨城町上石崎4667番地4)
【対 象 者】昭和54年4月2日～平成3年4月1日までに
　　　　　　生まれた人。ただし、高校生について
　　　　　　は、平成20年3月に高校卒業見込みの人。
【内　　容】交通機動隊員による業務内容の説明等
【申込期間】1月16日(水)～2月15日(金)
【申込方法】下記又は県内最寄りの警察署警務課へ事
　　　　　　前にお申込みください。(定員160名)
【申込み・問合せ】茨城県警察本部警務課 
　　　　　　　　　採用ĪĶĎĞļĐĲķ ℡.0120-314058

第２回 水郷美術展覧会

　行方地区美術家協会を中心とした、潮来市・行方市

の優れた美術作品展を開催いたします。

【期　　日】2月13日(水)～17日(日)

　　　　　　午前9時から午後5時(最終日は午後3時まで)

【会　　場】牛堀公民館

【主　　催】潮来市・行方市

【展示作品】絵画・書道・写真・陶芸・彫塑

【問 合 せ】潮来市生涯学習課生涯学習ĖļķĎĪĽ

　　　　　　牛堀出張所2階　℡.64-2611

文化財写真展

　第54回文化財防火デー(1月26日)に伴い、文化財の

写真展を開催いたします。

【期　日】1月22日(火)～2月3日(日)月曜休館

　　　　　午前9時～午後5時

【会　場】潮来ふるさと館

【主　催】潮来市教育委員会

【問合せ】潮来市生涯学習課生涯学習ĖļķĎĪĽ

　　　　　牛堀出張所2階　℡.64-2611

図書館からお知らせ

◎茨城県立図書館貴重資料巡回展示

　貴重な資料(筑波山絵図など)7点を展示。

【期　間】2月1日(金)～2月17日(日)

◎リサイクルフェア

　寄贈された図書の一部をさしあげます。

【期　間】2月9日(土)～2月17日(日)

◎英語でおはなし会(バレンタインデーのおはなし会)

【日　時】2月10日(日)午後2時～3時

【講　師】寺内 春香さん(申込みはĔđĻĞĎ、電話、FAXにて)

【問合せ】図書館 ℡.80-3311 FAX.64-5880

潮来あやめ寄席

潮来あやめ寄席は笑わせます！

【出演者】柳家権太楼、吉原朝馬、三遊亭小円歌他

【日　時】2月23日(土)午後6時30分開演(午後6時開場)

【場　所】潮来公民館大ホール

【入場整理券】1,200円(前売り308枚・全席指定)

※未就学児の入場はお断りいたします。

【問合せ・入場整理券取扱い】

潮来公民館(午前9時～午後5時)

℡.62-3522(月曜休館)
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募　　　　　　　　集 イ ベ ン ト ・ 展 示 会 な ど

◎押し花講座＝春に咲く素敵な花を、額に入れて飾ってみませんか＝
【開講日時】2月20日(水)午後7時～9時【会　　場】牛堀公民館       【受 講 料】500円【教 材 費】1,000円
【持 参 品】筆記用具・ピンセット・木工用ボンド・カッター・はさみ【募集人数】20人 【対　　象】一般成人

◎和菓子Āいちご大福ā作り講座＝手づくりĀいちご大福āに来客は勿論、家族は大喜び、あなたの腕のみせどころ＝
【開講日時】2月23日(土)午後1時30分～3時30分【会　　場】延方公民館【受 講 料】500円　【教 材 費】600円
【持 参 品】筆記用具・エプロン・三角巾　　 【募集人数】16人      【対　　象】一般成人

◎Ā布ぞうりā作り講座＝あなただけのオリジナルĀ布ぞうりāを作ってみませんか＝
【開講日時】2月16日(土)午前9時～正午              【会　　場】潮来公民館【受 講 料】500円【教 材 費】500円
【持 参 品】はさみ・先の細いペンチ・ものさし(30cm)【募集人数】15人      【対　　象】一般成人

◎デジカメ入門講座＝デジタルカメラで撮った写真を、そのままプリントするだけではちょっと物足りない。こ
の講座では写真を明るくしたり、いらない部分をカットしたり、文字を書き込んだりと思いのまま編集します＝
【開講日時】2月19(火)・20日(水)・21日(木)全3回 午後7時～9時【会　　場】中央公民館【受 講 料】1,000円
【教 材 費】200円(ＣＤ1枚・写真用紙代)【持 参 品】筆記用具・デジカメとUSB接続ケーブル(パソコンに画像
を落とすためのケーブル)又は、画像データ(携帯のデータでも可)【募集人数】20人      【対　　象】一般成人

◎初心者向けĀ茶道ā講座＝抹茶の立て方と作法をゆっくり丁寧に指導致します＝
【開講日時】2月16・23日・3月1・8日(毎週土曜日)全4回 午後1時30分～3時30分【会　　場】長勝寺(申込：中央公民館)
【受 講 料】1,000円【教 材 費】2,000円(和菓子代)　　　　　　　　　【持 参 品】扇子・ふくさ(ある方のみ)
【募集人数】20人 　【対　　象】一般成人　

【応募資格】市内にお住いの方、又は市内にお勤めの方で、各講座の対象となっている方。
【申込方法】往復はがきに①講座名、②郵便番号・住所、③氏名(ふりがな)、④年齢、⑤電話番号を記入のうえ
、　　　　　　講座会場の公民館までお申込みください。
【申込期限】2月7日(木)当日消印有効
※申込者が定員を超えた場合は抽選となります。また、申込みが少ない時は講座を中止する場合があります。
※ご応募頂きました皆様の個人情報は、講座以外の目的に使用することはありません。
【申込み・問合せ】
◇中央公民館 〒311-2423 潮来市日の出3-11 ℡.66-0660　◇牛堀公民館 〒311-2436 潮来市牛堀719　　℡.64-5230
◇潮来公民館 〒311-2424 潮来市潮来456-1  ℡.62-3522　◇延方公民館 〒311-2406 潮来市新宮1942-1 ℡.66-6011

公民館から講座のお知らせ公民館から講座のお知らせ公民館から講座のお知らせ公民館から講座のお知らせ

＝共　　通＝＝共　　通＝＝共　　通＝


