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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成20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1日(水)～26日(日)
【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ー
【日　時】10月11日(土)(荒天のときは12日に延期)
　　　　　午前11時～午後1時頃(無くなり次第終了）
【内　容】
◆無料サービス：地元産新米おにぎり、みそ汁、牛乳、 
　　　　　　　　もち、焼き芋（一部販売あり）
◆農産物等直売：潮来あやめちゃん(地域オリジナル米)
　　　　　　　　潮来産野菜、まこもたけ、手工芸品
※花の摘み取りは、農業感謝デーまでは指定場所で、
　12日(日)以降は自由に摘み取ることが出来ます。
【問合せ】潮来市農政課　℡.63-1111　内線264

高齢者対象 インフルエンザ予防接種

接種料金の一部を公費負担します。
【対 象 者】市内に住所を有する65歳以上の方、又は
　　　　　　60歳～65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器な
　　　　　　どの疾患による身体障害者手帳1級の方
【実施期間】10月1日～平成21年1月31日まで
【公費負担】2,500円(1人1回)
【問 合 せ】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉ĜĻĞĎ)
　　　　　　℡.64-5240

献血のお知らせ

◎ホームジョイ本田 潮来店　
【日　時】9月29日(月)午前10時から午後3時30分
　　　　　（正午～午後1時休憩）

◎潮来土木事務所
【日　時】10月7日(火)午前10時～11時30分

◎ĚČčĩĽĻĖļĪĽĵęļ ララルー
【日　時】10月7日(火)午後1時～午後3時30分
【申・問】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉ĜĻĞĎ)
　　　　　℡.64-5240

不動産公売中止のお知らせ

　茨城租税債権管理機構で10月7日(火)に予定してい
た下記の不動産公売は中止となりました。
【公売対象不動産】売却区分番号 20-35
(所 在)茨城県潮来市潮来字十四番 (地 番)5265番
(地 目)田 (地 積)2622㎡
【問合せ】茨城租税債権管理機構
　　　　　℡.029-225-1221

　　　　男の料理教室 参加者募集

【日　時】10月12日（日）午前9時～正午
【場　所】延方公民館 【講　師】亘 正道さん
【献　立】海鮮ペペロンチーノ・さんまのトマト煮
【参加費】500円　　　【募　集】男性20人(先着順)
【申・問】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線208
　　　　　(潮来市ネットワーカー連絡協議会)

講演会Āやって、見て、知る、自分リハā

【日　時】10月3日(金)午後1時30分～
【場　所】鹿嶋市保健センター
【講　師】神栖ėďęĬĽĎĢĜĻĞĎ 作業療法士 中川 明氏
　　　　　土合会渡辺病院　理学療法士 三谷 建氏
【対　象】ĨĽĎĕĻĝĻ病関連疾患者、家族、関係機関職員等
【締　切】10月1日(水)
【申・問】潮来保健所 ℡.66-2174

鹿行ブロック生活学校研究集会

講演及びまこもたけを使ったアイデア料理の試食会
【日　時】10月9日(木)午後1時～3時30分
【場　所】延方公民館
【講　演】Ā食の安全と安心のために！！ā
【講　師】茨城県農林水産部園芸流通課 斉藤 牧子氏
【募　集】100名 【申込締切】10月5日(参加無料)
【申・問】延方公民館 ℡.66-6011 FAX.66-6012

ヘルスランドさくら 秋の運動教室

◎健康体操教室 10月21日～12月2日の火曜日(全5回) 
　　　　　　　 午前10時30分～12時
◎メタボリックシンドローム予防教室
　10月21日～12月2日の火曜日(全5回)午後6時30分～8時
◎シェイプアップ教室 10月24日～11月21日の金曜日(全5回)
　　　　　　　　　　 午前10時30分～12時
※11/4(火)・11/25(火)は休館の為、教室はありません。
【場　所】潮来īķěĵĻĢļさくら【対　象】市内外の成人
【定　員】各教室10名程度(定員になり次第締め切り)
【参加費】無料(別途、毎回の入館料及び保険料300円）
【申込み】事前に下記へお申込みください。
【申・問】潮来ヘルスランドさくら ℡.64-5858

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29日(水)午前8時30分～午後5時30分
【行 き 先】成田空港及び航空博物館
【集合場所】アイモア隣り市営駐車場
【参 加 費】1,500円(昼食、飲み物は各自用意)
【参加資格】60歳以上(先着150名)
【申込方法】往復ハガキに住所、氏名(2名まで)、年
　　　　　　齢、電話番号を記入し、10月2日～5日に
　　　　　　投函(この期間以外の申込みは無効)
【宛先・問】〒314-0112 神栖市知手中央5-1-55
　　　　　　谷川 勝次郎　℡.090-8878-4483

行政相談

国・県・市役所等の行政ęĎĩļěに関する相談(相談無料)
◎津知公民館:行政相談委員 木内 洋子さん
【日　時】10月15日(水)午後1時～3時

◎牛堀公民館:行政相談委員 姥貝 好雄さん
【日　時】10月16日(木)午後1時～3時
【問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線205

社会保険労務士による
Āねんきん特別便āに関する相談会

【日　時】10月21日(火)午前9時～12時・午後1時～4時
【場　所】潮来保健センター（辻765）(相談無料)
【申込み】下記へ10月10日(金)までにお申込みください。
【申・問】潮来市市民課　国保年金グループ
　　　　　℡.63-1111 内線133

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。
【問合せ】水郷潮来直販委員会
　　　　　道の駅いたこ 農産物担当 ℡.67-1161

道の駅いたこ市内無料送迎バス 運行時間変更

10月1日(水)より新ダイヤにて運行(1日4往復となります)
①始発 延方駅発:現 午前8時30分→新 午前9時00分
②最終 延方駅着:現 午後6時20分→新 午後4時54分
【問合せ】道の駅いたこ ℡.67-1161

鹿島墨遊会による水墨画展

【期　間】10月1日(水)～26日(日)午前9時～午後5時
【問合せ】潮来ふるさと館 ℡.62-2336(月曜休館)

障害者就職面接会

【日　時】10月9日(木)午後1時～
【場　所】鹿島セントラルホテル
※詳しくはお問合せください。
【申・問】ハローワーク常陸鹿嶋　℡.0299-83-2318

水郷潮来クロスカントリー
参加者募集

【期　　日】12月14日(日)(小雨決行) 午前9時～
【会　　場】茨城県水郷県民の森　野外活動広場
【参加対象】小学生以上のアマチュア競技者
【参 加 費】高校生以上一般:1,000円
　　　　　　市内小・中学生:200円(市外500円)
※申込後の参加料は返金いたしません。
【申込方法】申込書に必要事項を記載のうえ、参加費

を添えて、郵便振込にて申込みください。
【申込締切】11月14日（金）消印有効
【問 合 せ】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

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

相 談 ・ そ の 他

講演・講習会(健康増進課)

◎魚を食べよう～魚料理普及講習会～
【日　時】10月23日（木）午前10時～午後1時
【場　所】かすみ保健福祉センター
【対　象】市内にお住まいの方 20名程度(参加費無料)
【内　容】ĔĚļĕのĖĶĎįĝĎěĕĊĹčĢĵĐě添え など
【持ち物】エプロン、三角巾(バンダナ等)、筆記用具
【申込み】10月17日(金)までに電話にて下記へ申込む。
【主　催】潮来市食生活改善推進員連絡協議会

◎健康に係る講演会
【期　日】10月25日（土）午前9時30分開始
【会　場】かすみ保健福祉センター
【講　師】亀田 尚徳氏(なめがた地域総合病院整形外科部長)

　　　　　藤田 義隆氏(なめがた地域総合病院理学療法士)

【演　題】Ā腰みがきと膝みがき」
【申込み】電話にて下記へ申込む。(先着100名)
【参加費】無料
【備　考】講演後、đĉĎĕĻĖļを行いますので、運動の
　　　　　できる服装でお越しください。
【主　催】潮来市体育指導委員会
【共　催】潮来市īķěđĉĎĕĻĖļ連合会

◎ヘルスサポーター２１養成講習会
体・食事・運動等に関する講義とバランス食の調理実習
【日　時】10月29日(水)午前9時30分～午後2時30分
【場　所】かすみ保健福祉センター　
【対　象】市内にお住まいの方 20名程度(参加費無料)
【持ち物】ĒĪĽĹĻ、三角巾(ĨļĻĞļģ等)、筆記用具、計算機
【申込み】10月15日(水)までに電話にて下記まで。
【主　催】潮来市食生活改善推進員連絡協議会
【申・問】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉ĜĻĞĎ)
　　　　　℡.64-5240

司法書士法律相談

借金、土地・建物、相続、登記等の相談(相談無料)
【日　時】10月4日(土)午前10時～午後3時
【会　場】鹿嶋市まちづくり市民センター
【問合せ】茨城司法書士会
　　　　　℡.029-225-0111

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の相談(相談無料)
【日　時】10月5日(日)午前10時～午後4時
【場　所】鹿嶋会場　チェリオショッピングセンター
【問合せ】水戸地方法務局総務局　℡.029-227-9911

行政書士法律無料相談

許認可、登録申請、遺言・相続等の相談
【日　時】10月11日(土)午前10時～午後4時
【場　所】潮来公民館
【問合せ】茨城県行政書士会事務局
　　　　　℡.029-305-3731

教 室 ・ 講 演 ・ 講 習 会 な ど

◎第15回もなみ会展(10月1日(水)～10月5日(日))　　◎絵はがき・ビーズ展(いきいきITAKOスポーツクラブ)(10月7日(火)～10月12日(日))　【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113
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発　表　部　門

　 民謡民舞
【期　　日】11月22日(土）午前9時30分～正午

　　　　　　 12時45分～1時45分、2時30分～5時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】草野 常雄　℡.66-2156　

　 邦　楽
【期　　日】11月22日(土）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

【申 込 先】仲澤 永勧 　℡.63-0292

　 大正琴
【期　　日】11月23日(日)午前9時30分～10時30分

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】橋本 英雄　℡.66-4300　

　 コーラス
【期　　日】11月23日(日）午前10時30分～11時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】長尾 奈津子　℡.66-1445

　 フォークダンス
【期　　日】11月23日(日）午前11時～正午

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】斉藤　清恵　℡.63-0126　

　 フラダンス
【期　　日】11月23日(日）午前11時～正午

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】志村 乃婦　℡.64-6587　

　 吟詠剣詩舞
【期　　日】11月23日(日）正午～2時30分

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】橋本 浩子　℡.63-2726

　 ギターアンサンブル
【期　　日】11月23日(日）午後2時30分～3時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】平松 和司　℡.63-1533

　 邦　舞
【期　　日】11月23日(日）午後3時～3時30分

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】香取 トキ子　℡.63-1008

　 カラオケ
【期　　日】11月24日(月ă祝)午前9時30分～12時30分、

午後1時15分～2時15分、3時～5時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】田山　勇　℡.64-2825

　 手　品
【期　　日】11月24日(月ă祝）

　　　　　　12時30分～1時15分、2時15分～3時

【場　　所】潮来公民館大ホール

【申 込 先】坂井　勝　℡.64-2081　

展　示　部　門

   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

【各申込先】

　絵　画 ： 草野 好夫

　　　　　　℡.63-3113　

　書　道 ： 関野 桂子

　　　　　　℡.62-2521　

　写　真 ： 山谷 忠男

　　　　　　℡.62-3191　

　水墨画 ： 深谷 文子

　　　　　　℡.63-2677　

　 絵手紙展　　　

【内　　容】絵手紙

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】小久保 荘一

　　　　　　℡.66-0005

    華道展
【内　　容】立華・生花・投入れ・自由花・そ

の他

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】若槇 恵子

　　　　　　℡.63-3622

　 盆栽展
【内　　容】一般盆栽・らん・おもと・野草な

ど盆作り物

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】石津 和男　℡.63-0581

　 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。

【会　　場】中央公民館２階研修室

【申 込 先】 萱原 祥暢　℡.62-2083　

　 野鳥の会活動報告展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館2階

　 着装展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館2階

   陶芸展
【内　　容】陶器

【会　　場】中央公民館　工作室

【申 込 先】柴原 成男　℡.62-3764　

　 手工芸展
【内　　容】パッチワーク・組紐・籐工芸・藍

染・押し花・編物・洋裁・和裁等

の手工芸作品

【会　　場】水郷まちかどギャラリー

【申 込 先】角田 きよ子　℡.66-6453

   郷土・民俗資料展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】潮来ふるさと館

　 茨城県指定文化財特別公開
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】旧所家住宅（日の出4丁目）

　 環境情報展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館本館前

　 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

　 消費者生活展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館体育室

　 延方生活学校展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館体育室

　 人権啓発展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館体育室

　 ピコット作品展
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館体育室

活　動　部　門

　 囲　碁
【期　　日】11月23日(日）午前9時～午後3時
【場　　所】延方公民館　和室
【参 加 費】1,000円（弁当代等）
【申 込 先】関戸 均　℡.66-2606

   茶　道
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【内　　容】呈茶

【会　　場】中央公民館談話室

    将　棋
【期　　日】11月23日(日）午前9時～午後3時

【場　　所】中央公民館　１階和室

【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

　 社会福祉協議会バザー
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館体育室

　 障害者福祉バザー（れいめい）
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館本館前

　 カレンクラブバザー
　 (潮来教会女性会)
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館本館前

　 ピコットバザー
【期　　日】11月22日(土）～24日(月ă祝）

【会　　場】中央公民館本館前

　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。

準備日…11月21日（金）午前 9時30分～正午

搬入日…11月21日（金）午後 1時～ 3時

搬出日…11月24日（月）午後 3時～ 5時

文化祭出品申込期限は

１０月３１日（金）です。１０月３１日（金）です。１０月３１日（金）です。

【文化祭に関するお問合せ】

潮来市文化祭事務局(生涯学習課)

℡.64-2611 内線634

第３２回 潮来市市民文化祭募集要項第３２回 潮来市市民文化祭募集要項第３２回 潮来市市民文化祭募集要項 11月22日(土)・23日(日)・24日(月・祝)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
参加資格　潮来市文化協会の会員及び市内在住の愛好団体並びに愛好者

各部門の【申込先】まで、お早めにお申

込ください。なお、展示場所・タイムス

ケジュール等により受け付けできない

部門がございます。ご了承願います。


