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保健・医療

5月は図書館振興の月

『図書館に集まろう月間』です
◎図書館に集まろう月間
4月18日(土)～5月31日(日)
(4月23日～5月12日は、子どもの読書週間)
☆読書すごろく
【期 間】4月18日(土)～5月31日(日)(当日受付)
【内 容】期間中に読んだ本の数を、すごろく台紙に
シールを貼り、最終日までにゴールした子
どもたちには、プレゼントがあります。
☆おはなし博士検定
【期 日】5月2日(土)～6日(水・祝）
【内 容】絵本・児童書(読み物)に関するクイズを出
します。絵本は幼児の親子向けに、児童書
は小学生向けです。正解の数で、初級・中
級・上級の認定証を用意しています。みん
なで挑戦してみよう。
※そのほか、以下の行事を予定しています。日程は、
広報紙等でお知らせします。
・おとなのための朗読会(いたこおはなし会)
・１日司書体験
・ブックリサイクルフェア
・映画会「アカデミー賞受賞作品」
◎利用者カードの更新をします
平成21年5月27日で、開館より丸3年を迎えます。
3年で利用者カードの更新の手続きをします。貸出の
際、証明書の提示をお願いすることがありますので、
ご協力ください。登録の際のご住所・電話番号に変更
がないかどうか確認します。携帯電話などに変更が
あった場合もお知らせください。
【問合せ】潮来市立図書館 ℡.80-3311

水郷潮来直販委員会(道の駅いたこの農産物直売所
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
℡.67-1161(道の駅いたこ事業部 農産物担当)

労働力調査にご協力ください
市内各地で毎月労働力調査を実施しています
労働力調査は、我が国の就業・不就業の状況を把握
することで、景気判断や雇用対策等の基礎資料として
活用するための重要な統計調査です。
調査対象は、全国約４万世帯の方々で、調査は、毎
月行っています。皆様のご協力をお願いします。
なお、調査票にご記入された内容については、秘密
が厳守されますので、正確なご記入をお願いします。
【平成21年度の主な調査対象地域】
◎ 3月～ 6月:日の出1丁目地区の一部の地域
◎ 4月～ 7月:潮来地区の一部の地域
◎ 8月～11月:築地地区の一部の地域
◎ 9月～12月:あやめ1丁目及び潮来地区の一部の地域
◎12月～平成22年3月:日の出8丁目地区の一部の地域
【問合せ】茨城県統計課 人口労働グループ
℡.029-301-2649(労働力調査担当)
潮来市秘書政策課
℡.63-1111 内線208

定額給付金
申請書は届きましたか？
潮来市では対象となる全ての世帯主の方（外国人の
方は個人）に定額給付金申請書を郵送いたしました。
まだお手元に届いていない方は、お手数でも下記ま
でお問合せください。
【問合せ】潮来市定額給付金受付窓口
℡.63-1111（総務課）

市民あやめ園整備事業を開催します
今年で第５８回を迎える水郷潮来あやめまつりが
５月２３日(土)より開催されます。
市民と観光客に喜ばれるあやめ園にするための
清掃作業を行いますのでご参加、ご協力をお願いし
ます。
【日
時】４月２６日（日）午前9時～午前11時30分
(荒天の時は中止となります)
【集合場所】前川あやめ園大会本部前
【内
容】園内の除草、清掃、修繕、加工等
【備
考】除草道具は各自持参
作業のしやすい服装でお願いします。
【問 合 せ】潮来市観光商工課 ℡.63-1111 内線243

いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ

水郷潮来直販委員会からお知らせ

平成21年度 会員募集・行事予定
ĀいきいきITAKOスポーツクラブāは、『いつでも』『だれでも』『いくつになっても』スポーツを楽しめる街を
目指しながら、笑顔にあふれた生き甲斐のある地域社会づくりに寄与していきたいと考えています。今年度は下記
のような事業を予定していますので、お気軽にお問合せください。

☆入会金・年会費

箱根金時山ハイキング
【入会費】一
律 : 1,000円
参加者募集！
【年会費】大
人 : 5,000円
【日
時】5月10日(日)雨天決行
高校生以下 : 3,000円
潮来市役所 午前5時30分出発
７０才以上 : 3,000円
【行
先】箱根金時山
法人会員登録:30,000円
※原則一括納入とし、6月以降の入会は月割りとなります。 【参 加 費】◎一般大人:7,000円
◎一般子供:6,000円
(月割り額 大人:500円/月 高校生以下:300円/月)
(小学生以下)
【申・問】いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ
◎会員大人:6,000円
旧八代小学校内クラブハウス(島須733)
◎会員子供:5,000円
TEL・FAX.64-5886
(小学生以下)
毎週土曜日:午後1時～午後4時
【募集人員】30名
日曜日:午前9時～午後4時
(定員になり次第締め切ります)
☆平成21年度 行事予定(イベント)
日

場

所

募集

5月10日(日)

箱根金時山ハイキング

日帰り ３０名

6月21日(日)

塩原渓谷と古湯巡り

日帰り ４０名

7月25(土)・26日(日)

ニッコウキスゲと
尾瀬沼ハイキング

一泊 ２０名

9月3(木)・4日(金) どっぷり！おわら風の盆
11月8日(日)

一泊 ２０名

鎌倉江ノ電ウォーキング

内

容

足柄山の金太郎のモデルになった山。晴れた日には
山頂から富士山や富士五湖が一望できます。
新緑の山間に見え隠れする滝と吊り橋を歩く。
疲れたら乳白色の源泉湧き出る古湯に入ってリラックス！
大清水から尾瀬沼へ！
一面黄色の花畑と緑の山々を観賞。
八尾の街中に宿をとりました。自由に好きなだけおわらに浸って
いただけます。

日帰り ４０名 古き良き時代の古都鎌倉とのんびり江ノ電の旅。

1月23(土)・24日(日) 岩鞍スキー教室

一泊 ３０名

2月13(土)・14日(日) 米沢スキー教室

一泊 ３０名

丁寧な指導と、わき合いあいの楽しいスキー教室。

☆定例スポーツ
会員は無料で参加できます。専門の指導員が丁寧に、優しく、楽しく指導いたします。
みんなでワイワイ、がやがやと楽しい時間を過ごしてみませんか！
種目

いつ

卓球

毎週

ソフトバレーボール

毎週

インディアカ

毎週

バトミントン

第２・４

よさこいソーラン

第１・３

バランスボール

第２・４

月

火

水

木

金

土

日

旧八代小体育館 旧八代小体育館
中央公民館
13：30～16：00 9：00～16：00
津知小体育館
19：30～21：00
津知小体育館
19：30～21：00

延方小体育館
19：30～21：00
旧八代小体育館
13：30～15：30
延方公民館
19：30～21：00
延方公民館
20：00～21：00

クラブハウス
絵はがきサークル 第２・４ 13：30～16：00

ビーズサークル

クラブハウス
13：30～16：00

第１・３

高齢者水中運動教室 ４／２９から毎週

市民プール(前川)
13：30～15：30

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、潮来市秘書政策課

℡.63-1111 内線207まで》
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集
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座

平成21年度 県民大学 前期講座募集案内

茨城県弘道館アカデミー

鹿島産業技術専門学院

潮来市身体障害者福祉協議会

会員募集

在職者訓練講座

潮来市在住で身体障害者手帳を持っている方の組織
です。みんなで支え合い、会員同士の福祉の向上に努
めています。
【年 会 費】1,000円
【事業内容】各種相談事業・夏の集い・クリスマス会・
新年会・研修旅行など
【問 合 せ】潮来市身体障害者福祉協議会事務局 塙
(潮来市社会福祉協議会内)
℡.63-1296 FAX.63-1265

◎第二種電気工事士受験対策(筆記)
【期 日】5月11日(月)～26日(火)のうち、6日間
午後6時～9時
【内 容】練習問題解説等
◎ワードの活用
【期 日】5月13日(水)～15日(金)午前9時～午後4時
【内 容】視覚的表現効果のある文書作成と編集など
◎エクセルの活用
【期 日】5月20日(水)～22日(金)午前9時～午後4時
【内 容】高度な関数、データ管理等
＝共
通＝
【定
員】10名(各コース共)
【受 講 料】2,900円(テキスト代等含)
【受付期間】4月13日(月)～5月1日(金)
【申込方法】午前9時～午後5時の間、受講料を持参の
うえ下記まで。
【申 ・ 問】茨城県立 鹿島産業技術専門学院
(鹿嶋市林572-1) ℡.0299-69-1171

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集

体験談＆説明会
【日程等】《つくば》
◇4月18日(土)午後1時30分～4時30分
会場：JICA筑波
◇4月29日(水・祝)午後1時30分～4時30分
会場：つくば国際会議場
《水 戸》
◇4月25日(土)午後1時30分～4時30分
会場：水戸市国際交流センター
※いずれの会場も参加無料、事前申込不要
【問合せ】JICA筑波 ℡.029-838-1111

相

談

潮来市身体障害者福祉協議会

『障害者就労支援相談』
身体・知的障害者の就労を促進するための相談を行
います。お気軽にご相談ください。
【相談場所】潮来市社会福祉協議会 会議室(辻765)
【日
程】2ヶ月に1回 第2水曜日
午後1時30分～4時30分(予約制)
◎平成21年度 相談日 日程
平成21年 6月10日(水)
8月12日(水)
10月14日(水)
12月 9日(水)
平成22年 2月10日(水)
【問 合 せ】潮来市身体障害者福祉協議会事務局 塙
(潮来市社会福祉協議会内)
℡.63-1296 FAX.63-1265

多重債務相談
水戸財務事務所では、多重債務相談の窓口を開設し
ています。借金の返済でお困りの方はお電話ください。
相談無料、秘密は守ります。
【連絡先】財務省関東財務局 水戸財務事務所
多重債務相談窓口 専用ダイヤル
℡.029-221-3190
(平日 午前8時30分～午後4時30分)

講

赤十字水上安全法講習会
水の事故を防ぎ、おぼれた人を救助する方法や応急
手当の知識と技術の普及を図り、安全で楽しく過ごす
ための講習会を開催いたします。
【講習内容】
◎救急法基礎講習：心肺蘇生法・AEDの使用法・気道
異物除去等
◎救助員養成講座：水の事故防止・溺者を発見した時
の対処法・救急時の遠泳・救助法
【講習日時】7月4日(土)・5日(日)・11日(土)・12日(日)
午前9時～午後4時30分(最終日正午まで)
【講習会場】①中央公民館・②潮来市民プール
※初日は潮来市民プールとなります。
【受講資格】18歳以上で健康な方、4日間受講可能な
方、泳力に自身のある方。
(おおむね500ｍ泳げる方)
【受 講 料】3,100円(教本ă消耗品ă保険料ăプール使用料)
※申込方法等、詳細は下記までお問合せください。
【問 合 せ】日本赤十字社 茨城県支部
℡.029-241-4516

電気工事の詐欺に注意！！
県内において、関東電気保安協会の職員を装い、電
気工事代金の名目で現金をだましとろうとした詐欺未
遂事件が発生しました。同協会では、一般家庭の電気
安全調査は基本的に4年に1回行っておりますが、調査
結果による工事や代金を請求することはありません。
不審な場合は、下記までお問合せください。
【問合せ】(財)関東電気保安協会 鹿島事業所
℡.0299-83-4179
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座

名

開

催

日

受講料

定

員

講座回数

楽しいハーモニカ～中級編～

金曜日:午前10時～正午

5,000円

40名

10回

水戸藩の歩みⅡ～熱い志をもった志士たち

木曜日:午前10時～正午

3,000円

40名

5回

写経～般若心経で心のやすらぎを～

水曜日:午前10時～正午

3,000円

50名

5回

筆跡心理学
～人(子ども)の心理を読み取り、心の健康を～

日曜日:午前10時～正午

3,000円

40名

5回

大人が楽しむサイエンス体験

火曜日:午前10時～正午

5,000円

30名

10回

土曜日:午前9時～11時・正午 3,000円

40名

4回

ゼロからはじめよう家庭菜園
～みんなで楽しく有機健康野菜づくり～
世界の三大美女に迫る
～クレオパトラ・楊貴妃・小野小町～

土曜日:午後2時～4時

3,000円

40名

5回

スポーツ吹矢健康法
～吹矢式呼吸法(胸式・腹式呼吸)で健康力アップ～

水曜日:午後2時～4時

5,000円

40名

10回

短歌づくりに挑戦
～身につけよう 短歌の心と技～

火曜日:午後2時～4時

5,000円

40名

10回

【開講期間】6月～9月
【対
象】16歳以上の県民
【申込方法】◎往復はがきの場合
氏名(ふりがな)、性別、年齢、郵便番号、住所、電話番号、希望講座名(はがき1枚につき1講座)、
受講ID(過去に受講された方)、託児希望(3歳～就学前)について明記のうえ、下記まで送付
◎インターネットの場合
レイクエコーホームページから鹿行生涯学習センターをクリックし、県民大学応募用紙へアクセス
【申込期間】4月5日(日)～5月8日(金)
【申 ・ 問】〒311-3824 行方市宇崎1389
レイクエコー 茨城県鹿行生涯学習センター県民大学担当
℡.0299-73-3877
ホームページ http://www.lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp/

潮来市社会福祉協議会

水郷県民の森からお知らせ
◎山野草展
【日 程】4月25日(土)・26日(日)
【場 所】水郷県民の森 ビジターセンター内
【主 催】潮来山野草展示
【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
◎第13回潮来陶芸クラブ展
【期 間】4月21日(火)～4月26日(日)
【内 容】陶芸展示
【問合せ】水郷まちかどギャラリー ℡.63-3113

ホームページ開設しました
各種事業案内やボランティア情報をお知らせします。
高齢者にも見やすい配色・シンプルなデザインを採用
し、利用しやすい画面となっています。
（音声読上ソフト対応）
◎アドレス
http://www.itakoshakyo.or.jp/
◎携帯サイト http://www.itakoshakyo.or.jp/mobile/
【問合せ】潮来市社会福祉協議会
℡.63-1296

（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

