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保健・医療

潮来ふるさと館は、
４月１６日より開館日が変更になります。

５月は、図書館振興の月
「図書館に集まろう月間」です。
◎ 図書館施設利用の申し込み先の変更について（お知らせ）
図書館施設利用における申し込み先（申請手続き先）
が、平成21年4月1日から中央公民館に変わりましたので
お知らせいたします。 （TEL：66－0660）

訂正とお詫び
広報いたこ4月号（vo1．97）22ページに掲載しま
した「図書館だより」の中で、下記のとおり誤りが
ありました。お詫びして訂正いたします。
訂正：「5月の図書館カレンダー」について、5月4日
（月）が休館日となっていますが、祝日に当たるた
め開館です。尚、連休期間については5月1日(金)～6
日（水）まで開館し、連休明けの5月7日（木）が休
館日となります。

～アントラーズホームタウンデイズ「潮来の日」開催～
4月29日（水・祝）のヴィッセル神戸戦に
「ホームタウンデイズ潮来の日」を開催しま
す。当日は、市内在住・在勤・在学の小・中学
生や65歳以上の方、ファンクラブ会員を特別
（無料）招待するほか、それ以外の方も1Ｂ指定席（先着
順）またはサポーターズシートを1,000円でご優待します。
試合日時

4月29日（水・祝日）19:00キックオフ

16:00開場

特別招待・優待チケット引換券備え付け場所

道の駅いたこ、市役所、かすみ保健福祉センター、図書
館、各公民館（試合当日はスタジアム3ゲート横の赤い特設
テントで配布）
特別チケット交換所

試合当日、上記の特設テントで引換（引換開始は14:30
～：本市在住・在勤・在学であることを証明するもの持参
（例：生徒手帳、運転免許証等）
鹿島アントラーズファンクラブ事務局
問合せ
（10:00～16:00月曜定休）TEL 82-5555

5月2日（土）9：30～11：00 雨天時5月4日（月）
場 所
古高弘法大師（潮来市古高・松﨑ちか所有地）
持参するもの
ビニール袋（2～3枚）・竹の子を掘る用
具・飲み物等
対 象
子供とその保護者（先着5組まで）
問合せ
NPO法人 こども空LOVE 代表 松﨑ちか TEL 66-0125
日

平成21年度潮来市職員（平成21年10月採用）第1回試験案内
緊急雇用対策として、本年度10月1日付採用予定の正規職員を募集します

申込受付期間 ４月２７日（月）～５月２６日（火）

時

ちびっこわくわく重機体験
～働く乗り物大集合～
ショベルカーなどの運転体験コーナー、働く乗り物に
乗っての記念撮影等
日 時
5月5日（火）午前10時～午後4時 雨天時5月6日（水）
場 所
道の駅いたこ臨時駐車場裏
問合せ
潮来青年会議所 TEL 72-3111（箕輪）

食生活改善推進員養成講座
受講生募集のお知らせ
食生活改善推進員は「私たちの健康は私たちの手で」を
スローガンに食生活を通した健康づくりのボランティア活
動を行っています。あなたも養成講座を受講して一緒に活
動しませんか？
健康に関する講義、調理実習、運動の実践など
講座日程等については、広報いたこ5月号にてお知らせし
ます。
日 時
第1回 平成21年5月21日（木）午前9時30分～11時30分
（5月～翌2月の間で全9回予定）
場 所
かすみ保健福祉センター
定 員
先着10名 全日程参加でき、推進員としての活
動に興味のある方（男女は問いません）
参加費
2,000円（テキスト代・調理実習費4回分を含む）
申し込み・問合せ
潮来市かすみ保健福祉センター TEL 64-5240

潮来市菊の会連合会
会員募集と講習会のお知らせ
初めての方、経験者の方大歓迎です。
一緒に栽培や観賞を楽しみましょう！

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格
職種区分

採用予定人員

一般事務
（保健師含む）

２名程度

受

験

資

格

昭和４８年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び平成２１年
９月３０日までに卒業見込みの者（保健師については、保健師の免許を有する者）

２．試験の方法 試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ行います。
(1) 第１次試験
試
験

教養試験

作文試験

内

容

Ａ
大学卒

公務員として必要な、大学で履修した程度の一般的知識、知能について、択一式
による筆記試験を行います。

Ｂ
短大卒・
高校卒等

公務員として必要な、高等学校で履修した程度の一般的知識、知能につい
て、択一式による筆記試験を行います。

Ａ・Ｂとも

課題に対する理解力、文章による表現力等を見ます。
（注）１．作文試験については、教養試験が基準点に達しないものについては採点しません。
２．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。

(2) 第２次試験 口述試験、身体検査、適性検査とします。 (3) 資格調査 受験資格の有無等について調査します。

３．試験日及び試験場
区

分

第 １ 次 試 験

第 ２ 次 試 験

日

時

平成２１年６月２８日（日）

平成２１年７月中旬

潮来市立中央公民館

第１次試験合格者に通知します

試験会場

４．合格者の発表
(1) 第１次合格者の発表は、７月上旬に掲示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。
(2) 最終合格者の発表は、８月に掲示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に掲示するほか合格者に通知します。

５．給

与

給与は、潮来市職員の給与に関する条例規則に基づき支給されますが、例えば学校卒業直後に採用された場合
は、次のとおりです。
学
歴
高 等 学 校
短 大 等
大
学
給料（基本給）月額

１４４,５００円

１５８,７００円

１７８,８００円

６．受験手続及び受付期間
(1) 申込用紙の請求
申込用紙は市役所総務課に請求してください。（本庁舎２階）
郵便で請求する場合は、封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書し、書留等の確実な方法をとってくださ
い。なお、次のものを必ず同封してください。
・あて先を明記して１２０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４判）
・受験する職種(一般事務)、試験区分(Ａ大学卒、Ｂ短大卒・高校卒等)を明記した様式任意の書類
(2) 受験申込先
〒３１１－２４９３ 茨城県潮来市辻６２６番地
潮来市役所 総務部総務課 人事行政グループ
(3) 受付期間
平成２１年４月２７日（月）～５月２６日（火）休日は除きます。
申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までとし、郵便の場合は５月２６日必着です。
(4) 提出書類等
ア 申 込 書
１部（所定の申込用紙を使用してください。）
申込書に貼付ける写真のほかに、写真１枚を添えてください。
なお、写真の裏には、氏名を記入してください。
イ 受 験 料
不 要
ウ あて先を明記して３８０円切手を貼った定形封筒（受験票送付用）

*菊づくり講習会***********************

７．採用の時期について

栽培指導及び菊の苗の無料配布。講習会につきまして
は、先着20名とさせて頂きます。配布場所等の詳しい内容
につきましては、下記までお問合せください。
日 時
5／24（日） 9：00～
申し込み・問合せ
潮来市観光商工課 担当 藤岡・薄井
TEL 63－1111 （内線241・244）

８．試験結果の開示について

採用期日は、平成２１年１０月１日（木）を予定しております。
この試験の結果（総合得点及び総合順位等）については、第1次試験のみ、不合格者に限り開示を請求することができます。
開示を請求される場合は、「受験票」と「本人を証明できる書類（運転免許証等）」を持参し、潮来市役所総務
課におこしください。電話、はがき等による開示の請求はできません。

９．その他
(1) 受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。
(2) 平成２２年４月１日付け採用予定の職員募集（第２回試験）については、平成２１年７月にお知らせする予定です。
＊職員募集内容については、潮来市ホームページ（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）でもご覧になれます。
問合せ
潮来市総務課 人事・行政グループ TEL ６３ー１１１１ （内線）２２１～２２３

-

飼い犬の登録と狂犬病予防注射を実施します。飼い主の方は、愛犬と一緒にお近くの会場へお越しください。
日程等につきましては、
「広報いたこ」４月号をご覧ください。 問合せ 潮来市環境課  ６３ １１１１ 内線２５２

●４月 土曜日・日曜日
●５月 土曜日・日曜日・祝日
●あやめまつり期間中の5月23日（土）から6月28日（日）の毎日
●開館時間は、9：00～17：00まで
問合せ
潮来市観光商工課 TEL 63-1111 FAX 63-3591

自然を体験しよう！
～竹の子掘りとお茶葉・三つ葉摘み～

の登録 と狂犬病予防注射 を忘れずに
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卓

Ｈ21 春季市民スポーツ大会参加者募集
主

期

日

催

潮来市教育委員会･潮来市体育協会

平成21年５月１７日(日)～６月１４日(日)

日曜日開催

☆車でご来場の際は､必ず所定の駐車場に停めてください｡

ソフトボール

バレーボール(９人制)

日／５月２４日(日)･５月３１日(日)
予備日６月７日(日)
(参加チーム数､グラウンドの都合により日程･
会場の変更があります｡)
■会
場／日の出グラウンド 他
■チーム編成／職場･グループ･各種団体などで編成し、学生･
生徒は除く｡
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡
(2)１チームの選手は９名以上とする｡
■試合方法／トーナメント戦とする｡
■競技規則／2009オフィシャル･ソフトボールルール
(DPルールとリエントリーを除く)

■期
日／５月２４日(日)
■会
場／中央公民館 体育室
日の出小学校 体育館
■チーム編成／一般男子･女子･ママさんバレーの３種目とし､
学生･生徒は除く｡
但し､男子の部に女子を加えて編成してもさし
つかえない｡
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡
(2)１チームの選手は15名以内とする｡
(3)使用球は､一般男子･女子は５号､
ママさんバレーは４号とする｡
■競技方法／一般男子･女子はリーグ戦｡
ママさんバレーはチーム数により､リーグ戦
もしくはトーナメント戦とする｡
■競技規則／日本バレーボール協会
バレーボール9人制競技規則による

■期

軟式野球
■期

日／５月２４日(日)・３１日(日)
６月 ７日(日)・予備日６月１４日(日)
■会
場／かすみの郷公園
■チーム編成／職場･グループ･各種団体などで編成し、学生･
生徒は除く｡
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡
(2)１チームの選手は25名以内とする｡
(3)試合球は､新Ａ号とする｡
■試合方法／トーナメント戦とする｡
■競技規則／日本軟式野球連盟規則及び潮来市軟式野球大
会注意事項による｡
但し､グラウンドルールについては､キャプテ
ン会議の際決定する｡

サッカー (一般)
■期
日／６月７日(日)予備日６月１４日(日)
■会
場／前川グラウンド
■チーム編成／職場･グループ･各種団体などで編成し、学生･
生徒は除く｡
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡
(2)１チームの選手は20名以内とする｡
(3)試合球は､サッカーボール５号とする｡
(参加チーム持参のこと)
■試合方法／前半30分､後半30分のトーナメント戦｡
■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずる｡

サッカー（小学生）
■期
日／５月２４日(日)予備日６月６日(土)
■会
場／前川グラウンド
■チーム編成／小学生を対象とする
■諸 注 意／(1)引率指導者は１名以上つけること。
(2)試合球は､サッカーボール４号とする。
（参加チーム持参のこと）
■試合方法／前半15分､後半15分のトーナメント戦｡
■参 加 料／無料

バドミントン
■期
日／５月１７日(日)
■会
場／牛堀小学校 体育館
■参 加 者／高校以上の男女
■競技方法／初級･上級の部に分け､男子･女子ダブルス
･混合ダブルスとする｡
■競技規則／日本バドミントン協会規則に準ずる｡
■諸 注 意／参加申し込みは､ペアを組んで申し込むこと｡

■期
日／５月２４日(日)
■会
場／中央公民館 大ホール
■参 加 者／小学生･中学生･高校生･一般
■競技方法／・小学生男女･中学生学年別男女･高校生
男女に分け､個人戦のトーナメント戦
・一般男女はシングルス・ダブルスのいずれか
に参加申し込み、トーナメント戦をおこなう。
■競技規則／全日本卓球連盟規則による｡
■諸 注 意／(1)ユニホームは上下共白色の使用は禁止する｡
(2)学校としての参加申込は学年別男女ランキ
ング順位に記名提出する

テ

ニ

ス

■期
日／５月２４日(日)予備日５月３１日(日)
■会
場／日の出運動広場 テニスコート
■参 加 者／中学生以上の男女
■競技方法／ダブルスで試合を行う｡
■競技規則／日本テニス連盟規則による｡
■諸 注 意／参加はペアで申し込むこと｡
■参 加 料／１人500円

ソフトテニス
■期

日／一 般 の 部 ５月２４日(日)
小中学生の部 ５月３０日(土)
予 備 日 ５月３１日(日)
■会
場／潮来高校 テニスコート
■参 加 者／小学生以上の男女(一人でも参加可)
■競技方法／初級､中級､上級の３部門に分けてダブルスで
試合を行う｡
■競技規則／日本ソフトテニス連盟規則による｡

弓

歩け歩け会
■参 加 者／小学生以上の男女
■期
日／５月３１日(日)
■コ ー ス／栃木県方面
■参 加 者／健康な方で約10km歩ける方ならどなたでも参加
できます｡
■集合場所／潮来市役所玄関前
午前６時３０分出発
■募集人員／40名(定員になり次第締切､キャンセル待ちあり｡)
■参 加 料／大人3,000円 小学生2,000円
■参加申込／先着順による個人申し込み｡
■そ の 他／昼食･飲物は参加者各自で用意すること｡

■申し込み方法
団体種目：教育委員会所定の用紙で参加料を添えて直接申し込み。
個人種目：電話で申し込み｡( 個人種目の参加料は大会当日支払い｡)
■申し込み先
潮来市教育委員会 中央公民館
（生涯学習グループ）
TEL ６６－０６６０ 内線 278･279

バスケットボール
■期
日／５月２４日(日)･５月３１日(日)
■会
場／潮来第一中学校 体育館
■チーム編成／職場･グループ･各種団体の男女
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡
(2)１チームの選手は12名以内とする｡
監督､マネージャーのいるチームは15名以内
とする｡
(3)試合球は、男子は、バスケットボール７号、
女子は、バスケットボール６号とする｡
■競技方法／トーナメント戦とする｡
■競技規則／日本バスケットボール連盟規則による｡

■申し込み締切
平成２１年５月１２日 ( 火 ) 午後５時まで
＊歩け歩け会は５月２０日 ( 水 ) 午後５時まで
■参 加 料
団体種目：１チーム 2,000 円
個人種目：１人 200 円
（小･中学生は無料。
テニス、
歩け歩け会、
インディアカは別途徴収）
■屋外競技の態度決定
午前７時 潮来市中央公民館にて

道

■期
日／５月２４日(日)
■会
場／潮来高校 弓道場
■参 加 者／中学生以上の男女
■競技方法／中高生男女･一般に分け、個人戦とする｡
■競技種目／射詰の部(２射)･射込の部(12射)

■参加資格
潮来市に居住もしくは職場を有する者とし､その他については種目
毎に定める｡

■期
日／５月２４日(日)
■会
場／延方小学校 体育館
■参 加 者／小学４年生以上の男女
■競技方法／参加チーム数によりリーグ戦もしくは
トーナメント戦とする｡
■諸 注 意／４人以上のチームで申し込む｡
（１人でも参加できます）
■競技規則／日本インディアカ協会規則に準ずる｡
■参 加 料／１チーム1,000円 個人300円
(但し、小･中学生は無料)

道

■期
日／５月１７日(日)
■会
場／潮来第一中学校 格技場
■参 加 者／小学生･中学生･高校生･一般の男女
■競技方法／小学･中学･一般(高校生を含む)のトーナメン
ト戦(個人戦)
■競技規則／全日本剣道連盟規則による｡
■諸 注 意／参加者全員による練習会及び練習試合
を行う｡

春季市民スポーツ大会

インディアカ

広報いたこ情報版 4月26日発行 発行者 潮来市長

剣

球

申込方法
☆キャプテン会議☆
ソ フ ト ボ ー ル、バ レ ー ボ ー ル、 バ ス
ケットボール、サッカー（一般）、サッ
カー（小学生）、軟式野球
■日

時

５月１８日 ( 月 ) 午後７時

■場

所

潮来市立中央公民館

☆組み合わせ抽選･ルールの申し合わせ
などを行います｡
☆会議に欠席の場合は､失格となります
ので注意してください｡
☆申し込みは､締め切りまでに必ず済ま
せてください｡
◎キャプテン会議を行わない種目につい
ては当日定刻までに会場に集合し、競
技ルールの説明と組み合わせ抽選を行
います｡
■集合･競技開始時間
午前８時３０分集合・９時３０分競技開始

TEL ６６－０６６０

（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

