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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23号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
平成21年度 県民交通災害共済 加入受付

　3月22日(日)までは交通安全母の会の役員が、加入
促進に伺いますが、3月23日(月)以降は、総務課交通
防災グループにおいて随時受付をいたします。
※市のバスを利用される方は、県民交通災害共済に加
　入していることが条件となっております。
※市内小・中学生は学校を通じての加入となります。
【問合せ】潮来市総務課 交通防災グループ
　　　　　℡.63-1111 内線234・235

家電リサイクルの対象物が
変更されます

　4月1日から、家電リサイクル法が改正されます。
従来の対象であったエアコン、テレビ（ブラウン管
式）、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機の他に、液晶テレビ、
プラズマテレビ、衣類乾燥機が新たに加わります。
　これらを処分される場合、クリーンセンターには持
ち込めません。ご購入された小売店などに相談される
か、下記へお問合せください。
【問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111 内線251～253

妊婦健診の公費負担が
5回から14回に増えます！

～すこやかな妊娠と出産のために～

　4月1日から、妊婦健康診査の公費負担が、これまで
の5回から14回に大幅に増えます。4月1日以降に妊娠
届を出される方は、母子健康手帳と一緒に交付される
妊婦一般健康診査受診票を利用して健診を受ければ、
基本的な健診の場合無料となります。(特別な検査等
を行った場合は、自己負担が発生することがあります)
　また、4月1日以前に妊娠届を提出し、まだ出産され
ていない方には、妊娠週数に応じた受診票を郵送する
予定です。4月になってもお手元に届かない方は健康
増進課までご連絡ください。

◎妊婦が受けることが望ましい健診回数
①妊娠初期～23週末(第6月末)　　 :4週間に1回(4回)
②妊娠24週(第7月)～35週(第9月末):2週間に1回(6回)
③妊娠36週(第10月)以降分娩まで　:1週間に1回(4回)
【問合せ】潮来市健康増進課　℡.64-5240

あなたもĀ櫓舟āを漕いでみませんか！
Ā櫓舟ā講習会開催

　毎年、あやめまつりの際に観光客の方々から絶大な
人気を得ているĀ櫓舟ā。
　水郷潮来の情緒溢れるĀ櫓舟āの櫓漕ぎを、あなたも
おぼえてみませんか？桜の咲いている前川において講
習会を開催します。みなさんふるってご参加ください。
【日　　時】4月5日(日)午前10時～正午
　　　　　（雨天等の場合は、4月12日(日)に延期）
【集合場所】市営前川あやめ園内櫓舟乗り場
【募集人数】先着20名　【申込締切】3月31日(火)
【主　　催】ろ舟保存会
【申込方法】下記での受付又は電話
【申 ・ 問】潮来市観光商工課　℡.63-1111 内線244

子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

こころの健康相談(相談無料・秘密厳守)

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の

認知症等について専門医が相談に応じます。

【日　　時】4月13日(月)午後1時30分～2時30分

【場　　所】かすみ保健福祉センター

【申 込 み】下記まで電話又は直接窓口で予約

【問 合 せ】潮来市健康増進課

　　　　　　(かすみ保健福祉センター)

　　　　　　℡.64-5240

平成21年度Ā悠々塾生ā募集
　昨年度より、悠々塾は事業主体を高齢者クラブ連合

会とし、各地区との連携をより強化しながら充実した

事業を展開して参りました。

―平成21年度の事業テーマは「健康」です―

　健康で豊かな人生をおくるために、悠々塾で自分に

あった楽しみをみつけてください。

【講座内容】(年5回開催)午前10時～正午

①教養講座(75名)

②歴史講座(40名)

③社交ダンス講座(25名)(午後1時～3時)

④陶芸講座(25名)

⑤コーラス講座(30名)

⑥川柳講座(15名)

⑦カラオケ講座(30名)

【受講資格】潮来市在住の概ね60歳以上の方

　　　　　　(市のバス利用のため、必ず県民交通災

　　　　　　 害共済に加入してください）

【受 講 料】5,000円（材料費等実費有り）

【開催場所】中央公民館・潮来公民館等

【申込方法】介護福祉課・地区高齢者クラブ単位会長

　　　　　　宅にある申込用紙に記入し申込む。

【申込締切】4月13日(月)

【問 合 せ】潮来市高齢者クラブ連合会事務局

　　　　　　(介護福祉課内)℡.63-1111 内線390ă393

※潮来公民館、津知公民館、延方公民館、大生原公民館、牛堀公民
　館は、これまでどおり月曜日が休館となります。ただし、月曜日
　が国民の祝日のときは開館し、その日後の平日が休館となります。

　潮来市では、生涯学習課の牛堀出張所から中央公民館への移転にともない、市民の皆さまの利便性の向上を
めざし、４月から下記施設のĀ休館(業)日āを変更し、月曜日も使えるようになります。(年末年始の休館(業)
期間以外は毎日使えるようになります!)予約方法など詳しくは生涯学習課までお問合せください。

　☆月曜日に使えるようになる施設☆　
◎中央公民館
◎前川運動公園
◎かすみの郷公園
◎日の出運動広場(グラウンド・テニスコート)

※年末年始は休館(業)となります。

【問合せ】潮来市生涯学習課（3月27日まで）℡.64-2611(牛堀出張所)
　　　　　　　　　　　　　（3月30日から）℡.66-0660(中央公民館)

第25回 水郷潮来 
権現山公園桜まつり

【期　間】3月29日(日)～4月12日(日)
　　　　　期間中は、ライトアップ実施
【場　所】権現山公園 

◎イベント
模擬店・甘酒サービス・お楽しみ抽選会予定
【期　日】4月4日(土)午前10時～午後4時
　　　　　(雨天の時は翌日5日に順延)
【問合せ】水郷潮来観光協会　℡.63-3154

潮来お祭り委員会

水郷お祭りフェスタ
皆さまのご来場をお待ちしています！！

【日　時】3月28日(土)午後1時～5時

　　　　　　　　　　 (開場 12時30分)

【場　所】潮来公民館　大ホール※入場無料

【内　容】

☆オープニング(午後1時～)

　櫻鈴芸座連による芸座演奏(鹿嶋女流芸座連)

　子竜、濵女連會による踊り披露

  オリジナル潮来音頭・甚句などを披露

☆映画上映(午後1時40分～)

　《映画で観る昔の水郷潮来》

　『母笛子笛』(1955)

　　監督：斎村和彦

　　主な出演者：三益愛子／八潮悠子／品川隆二

☆潮来囃子教室の小学生による芸座演奏(午後3時30分～)

　(指導:潮来囃子保存会)

☆鹿島神宮による雅楽演奏(午後4時15分～)

※旧大塚野の山車がイベントに花を添えます。

【主　催】潮来お祭り委員会

【問合せ】鈴木 ℡.090-4522-6688

市内の消費拡大のため、定額給付金は市内のお店で使いましょう。なお、辞退を希望される方は、受給後にふるさと納税を！《ふるさと納税についてのお問合せは、潮来市企画財政課　℡.63-1111 内線216まで》

県内トップクラスの支給開始を目指して
定額給付金の申請を！

　潮来市では、県内でもトップクラスの支給開始を目
指し、定額給付金の申請書を３月１９日(木)から順次
世帯主の方へ普通郵便で郵送しています。
　お手元に届きましたら内容を確認し、お早めの申請
をお願いします。(申請書の紛失等にご注意ください。)
【受付期間】３月２５日(水)～９月２５日(金)
【提出方法】同封の返信用封筒で郵送又は窓口へ持参
【給 付 日】後日郵送するĀ給付決定通知書āで案内します
(給付は原則口座振込ですが、Āゆうちょ銀行ā指定の
ときは、他行より振込が遅れることがあります。)
※窓口での申請は大変混雑が予想されますので、郵送
　をおすすめします。
◎定額給付金受付窓口：3月25日から市役所1階に開設
【問 合 せ】潮来市定額給付金 受付窓口
　　　　　　℡.63-1111(総務課)

子育て応援特別手当の申請について

　潮来市では、子育て応援特別手当の申請書について

３月１９日(木)から順次世帯主の方へ普通郵便で郵送

しています。お早めの申請をお願いします。

【受付期間】３月２５日(水)～９月２５日(金)

【提出方法】同封の返信用封筒で郵送又は窓口へ持参

【給 付 日】後日郵送するĀ給付決定通知書āで案内します
(給付は原則口座振込ですが、Āゆうちょ銀行ā指定の
ときは、他行より振込が遅れることがあります。)

※窓口での申請は大変混雑が予想されますので、郵送

　をおすすめします。

☆対象となるお子さんは、生年月日が平成14年4月2日

～平成17年4月1日までに該当する第2子以降のお子さ

んです。（第2子の判定は、18歳以下の子どもの中か

ら年齢順に第1子、第2子と数えます。）

※子育て応援特別手当は、申請書が送付されなくても

　該当になる場合(対象となる子どもと第1子が別居し

　ているとき)があります。詳細はお問合せください。

【問合せ】潮来市子育て応援特別手当 受付窓口

　　　　　℡.63-1111(社会福祉課)

献血のお知らせ
【期　日】4月2日(木)午前10時～午後3時30分
　　　　　         (午前11時45分～午後1時中断)
【会　場】ショッピングプラザ　ララルー正面玄関前
【問合せ】潮来市健康増進課(かすみ保健福祉センター)

　　　　　℡.64-5240

好　評
大募集!!

４月から

中央公民館・前川運動公園・かすみの郷公園・日の出運動広場が

　　　    も使えるようになります！

４月から

中央公民館・前川運動公園・かすみの郷公園・日の出運動広場が

　　　    も使えるようになります！

４月から

中央公民館・前川運動公園・かすみの郷公園・日の出運動広場が

　　　    も使えるようになります！月曜日月曜日月曜日月曜日

ろ



　　　　　　℡.029-823-7930

幼児サークルひまわり
新年度メンバー募集

　幼児サークルひまわりでは、乳幼児とその保護者
を対象に新年度のメンバーを募集します。
　公園で遊んだり、プチ遠足に行ったり様々な活動を
行っています。興味のある方は、お気軽に見学におい
でください。
【活動日時】毎週金曜日　午前10時～正午
【活動場所】主に中央公民館(2階和室)(日の出3-11)
【参加費等】保険代(年間)：1名500円(子どものみ)
　　　　　　おやつ・工作代：毎月500円(兄弟(2名)
　　　　　　で参加の場合は700円)
【問 合 せ】幼児サークルひまわり
　　　　　　担当 折笠 ℡.66-2725

平成21年度(第9期生)
潮来ソフトテニススポーツ少年団 団員募集

ソフトテニスで元気いっぱい体を動かしてみませんか。
【入団対象】小学１～６年生・中学生・高校生
【練 習 日】◇小学生(週1回コース)  
　　　　　　　毎週水曜日:午後6時30分～8時30分
　　　　　　◇小学生(週3回コース)
　　　　　　　毎週水・金曜日:午後6時30分～8時30分
　　　　　　　　　　・日曜日:午後2時～4時
　　　　　　　　　　　　　　　(月2回・潮来高校)
　　　　　　◇中学生　金曜日:午後6時30分～8時30分
　　　　　　◇高校生　金曜日:午後6時30分～8時30分
【練習場所】中央公民館 テニスコート(日の出3-11)
【年間会費】・小学生(週1回コース): 6,000円
　　　　　　・小学生(週3回コース):12,000円
　　　　　　・中学生　　　　　　 : 6,000円
　　　　　　・高校生　　　　　　 : 2,000円
【持 参 物】ラケット・テニスシューズなど
◎入団式及び説明会 4月8日(水)午後6時30分～7時30分
　　　　　　　　　 場所：中央公民館
【問 合 せ】事務局 長野 ℡.090-2542-6959
ホームページ http://www.geocities.jp/itako_tennis/

植林苗木の申込みについて

　潮来市では、森林資源保護のため、伐採跡地などへ

の植林を推進しています。0.05ha(5畝歩)当たり概ね

75本以上で、1本1本の間隔が2.5ｍ×2.5ｍ以内の植栽

(地目が山林への植栽のみ)をしますと補助対象となり

ます。

　山林所有者で、植林を希望される方は、下記申込期

限までにお申込みください。

※詳しい内容については農政課までお問合せください。

【対象樹種】ヒノキ、スギ、マツ類、クヌギ、コナラ等

【申込期限】3月31日(火)

広報いたこ情報版　3月22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）

マナー研修会(初級)

　新入社員等を対象に接遇・ビジネスマナーを取り入
れ実践形式で行います。
【日　　時】4月20日(月)午後1時～4時30分
【場　　所】鹿島商工会館3階
【講　　師】岩下 宣子さん
　　　　　　(日経新聞Āプラスワン・マナー塾ā連載中)
【募　　集】70名
【会　　費】ユーザ協会会員:無料・非会員:5,000円
【申込締切】4月15日(水)定員になり次第締切
※続編としてĀマナー研修会(中級)āを5月19日(火)に実施
【申 ・ 問】日本電信電話ユーザ協会
　　　　　　℡.0299-85-2894(担当　杉山)

ホームヘルパー養成研修(2級課程)

【研修期間】5月9日(土)～8月31日(月)のうち19日間

【場　　所】特別養護老人ホーム百里サンハウス

　　　　　　(小美玉市下吉影2437-109)

【受講資格】18歳以上60歳未満

【募集定員】40名程度(先着順)

【受講料等】受講料：34,200円

　　　　　　テキスト代：6,800円

【受付期間】4月1日(水)～4月30日(木)

※申込み方法等、詳細は下記へお問合せください。

【申 ・ 問】特別養護老人ホーム百里サンハウス

　　　　　　℡.0299-54-0029 担当 粕尾

いばらき就職支援センター
就職に関する出張相談

【日　　時】毎月第１水曜日 午前10時～午後3時
　　　　　（昼休みを除く）(5月のみ第2水曜日実施)
※事前のご予約も受け付けています。
【場　　所】津知公民館
【相談内容】就職相談・職業紹介・内職相談・キャリ
　　　　　　アカウンセリング・職業適性診断
【問 合 せ】いばらき就職支援センター
　　　　　　鹿行地区センター ℡.0291-34-2061
※いばらき就職支援センター(℡.029-300-1916)では
毎日、鹿行地区センターでは月～金に就職に関する相
談をお受けしています。(祝日・年末年始は休業)

国保・医療・介護
なんでも電話相談室

【日　　時】4月11日(土)午前10時～午後4時
◎受付電話　０２９－８２３－７９３０
【回 答 者】ケアマネジャー、ケースワーカー他
【相 談 料】無料
【相談内容】医療や介護サービスの利用で困っている
　　　　　　こと、費用や保険料のことなど
【問 合 せ】茨城県社会保障推進協議会

募　　　　　　　　　集

そ　　　　　の　　　　　他

教 室 ・ 講 座 ・ 研 修 会 な ど

相　　　　　　　　　　談

【申 ・ 問】潮来市農政課 ℡.63-1111 内線266

ごぞんじですか？検察審査会

　Ā交通事故、詐欺、脅しなどの犯罪の被害にあい、

警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を起訴し

てくれないのは納得できない。もう一度審査できない

か。āこのような不満をお持ちの方のために検察審査

会があります。ご相談に関する費用は無料で、秘密は

固く守られます。詳しくは下記へご相談ください。

◇検察審査員は、選挙権を有する一般国民の中から

　Āくじāで選ばれます。検察審査員に選ばれたときは

　制度をご理解の上、検察審査会議に出席してください。

【問合せ】水戸地方裁判所土浦支部内

　　　　　土浦検察審査会事務局　℡.029-821-4359

潮来ふるさと館
パッチワーク展～元気になるキルト～

【開催日時】開催中～3月31日(火)

　　　　　　午前9時～午後5時(最終日は午後4時まで)

【問 合 せ】潮来ふるさと館　℡.62-2336

水郷まちかどギャラリーからお知らせ

◎写真展～身近な風景50選～

【期　間】3月31日(火)～4月5日(日)

【内　容】写真(10人の作品50点を展示)

◎前田当子・信之　親子作陶展

【期　間】4月8日(水)～4月12日(日)

【内　容】陶芸展示

◎水郷三都巡り写真展

【期　間】4月14日(火)～4月19日(日)

【内　容】潮来・鹿嶋・香取の写真クラブによる、そ

　　　　　れぞれの街の風景写真

【問合せ】水郷まちかどギャラリー　℡.63-3113

水郷県民の森からお知らせ

◎植物観察会

【日　　時】4月18日(土)午前10時～約2時間

【集　　合】水郷県民の森　ビジターセンター

【講　　師】中村 紘氏

【募集人数】20名　　　【持 参 物】飲み物

【問 合 せ】水郷県民の森管理事務所　℡.64-6420

訂正とお詫び
　広報いたこ3月号(vol.96)10ページに掲載しました
Ā図書館だよりāのなかで、下記のとおり誤りがありま
した。お詫びして訂正します。

訂正１『4月の図書館カレンダー』について、Ā土曜日
　　　 が午後1時から開館āとなっていますが、正し
　　　　くはĀ金曜日が午後1時から開館āとなります。

訂正２『おはなし会予定表』のなかで、Ā4月2日(木)
　　　　の0～3歳のお話会āはお休みとなります。

潮来市国際交流協会
「Let's try!ゼロからの英会話」

　楽しく学ぶ英会話講座です。やる気さえあればどな
たでも参加できます。また、６月の日曜日に、あやめ
園で外国人観光客への案内にチャレンジしてみましょ
う！活動後、交流パーティーもあります！
【日 程 等】4月17日、24日、5月8日、15日、22日、
　　　　　　29日、6月5日、12日、19日、26日の各金
　　　　　　曜日(午後6時30分～8時)及び6月中の日
　　　　　　曜日(1回)(全11回)
【場　　所】中央公民館 視聴覚室(3階)(日の出3-11)
【受講資格】同会活動趣旨に賛同し入会いただける方。
　　　　　　年 会 費：正会員:1,000円　　
　　　　　　賛助会費：(一口)1,000円から
【講  　師】YES英会話副校長　瀬尾 洋子先生
　　　　　　（大学非常勤講師、企業で英語を指導）
【定　　員】40名(定員になり次第締切)
【申込締切】4月10日(金)必着
【受 講 料】8,000円(教材費含む)
【申込方法】往復ハガキに①住所②氏名③電話番号を
　　　　　　明記のうえ、下記へお申込ください。
【申 ・ 問】〒311-2493 潮来市辻626
　　　　　　潮来市国際交流協会
　　　　　　(事務局 潮来市企画財政課)
　　　　　　℡.63-1111 内線215 FAX.80-1100

NPO法人いたこ子育て支援センター

春休み学習教室

【日程等】3月25日(水)中央公民館(日の出3-11)
　　　　　3月26日(木)潮来公民館(潮来456-1)
 　　　　 3月27日(金)牛堀公民館(牛堀719)
【時　間】いずれも午前9時30分～11時30分
【持参物】宿題等の教材、飲み物
【対象者】小・中学生
【指導者】松崎ちか(幼・小・中・高等学校教員免許所持)
【参加費】無料
【募　集】各日10名(先着順)
【申・問】NPO法人いたこ子育て支援センター
　　　　　代表 松崎ちか ℡.66-0125 
℡.080-1132-9185

牛堀公民館 教養講座
『万葉に魅せられて・第３章』

【期　　間】4月～12月(9回予定)
【実 施 日】開講式(第1回)
　　　　　　4月19日(日)午後1時30分～
※2回目以降は、毎月第2日曜日に実施します。
【会　　場】牛堀公民館(牛堀719)
【募集対象】一般成人(男・女)　先着20名
【受 講 料】1,000円
【申込方法】4月1日(水)までに直接牛堀公民館へお申
　　　　　　込みください。
【申 ・ 問】牛堀公民館　℡.64-5230 FAX.64-6841


