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保健・医療

『定額給付金・子育て応援特別手当』
の申請はお済みですか
定額給付金・子育て応援特別手当は、給付対象世帯
の世帯主の方が 9月25日（金）までに申請しなければ
給付金を受け取ることができません。まだ申請がお済
みでない方は、お早めの手続きをお願いします。申請
書を紛失された場合は、身分証明書を持参のうえ市役
所へお越しいただくか、下記までお問い合わせくださ
い。
受付期間 9月25日（金）まで （当日消印有効）
※期間中に申請が行われない場合は、辞退したものとみなします。

問合せ

潮来市定額給付金相談窓口（総務課）
潮来市子育て応援特別手当相談窓口
（社会福祉課子育て支援室）TEL 63-1111（代表）

水戸南社会保険事務所からのお知らせ
法務省と全国人権擁護委員連合会は、「いじめ」や
児童虐待など子どもをめぐる様々な人権問題に積極的
に取り組むことを目的として、全国一斉「子どもの人
権110番」強化週間を実施し、悩みを持ったお子様や
保護者の方からの相談に応じます。秘密は守られます
ので、安心してご相談ください。
期 間 6月28日（日）～ 7月4日（土）
午前8時30分から午後7時まで
（但し、日曜日・土曜日は午前10時から午後5時まで）

問合せ・申し込み

水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会
TEL 0120-007-110（全国共通フリーダイヤル）

図書館では、茨城県が作成した冊子「輝く茨城の先人
たち」で取り上げられた、本県ゆかりの人物４１人のパ
ネルを展示します。潮来市（旧．牛堀町）出身で、横利
根川の閘門（こうもん）を完成させた“利根川治水の
父”として知られる須田誠太郎氏も含まれております。
各分野で活躍した先人たちの功績をぜひご覧ください。
期 間 6月26日（金）～ 7月1日（水）
場 所 潮来市立図書館 2階 学習コーナー
問合せ・申し込み

潮来市立図書館

問合せ・申し込み

問合せ・申し込み

水郷県民の森管理事務所
TEL 64-6420 FAX 64-2085

平成21年経済センサス‐基礎調査は、事業所及び企
業の経済活動の状態を調査し、各種統計調査実施のた
めの基礎資料を得ることを目的としています。知事に
任命された調査員が巡回し、調査票を配布、後日、調
査員が回収に伺いますのでご協力ください。なお、調
査票に記入していただいた内容については、統計法に
基づき秘密が厳守されますので、正確なご記入をお願
いします。
調査対象 全国のすべての事業所及び企業が対象となります。
調査期間 6月中旬から7月中旬までの間
問合せ

TEL 63-1111（内線207・208）

座禅と朝がゆの会
「盛夏・早朝、心を清めて」
7月19日（日）午前6時集合
場 所 長勝寺（二丁目）
参加費 無料
募集人員 30名（先着順）
申込締切 7月12日（日）
時

問合せ・申し込み

潮来公民館

７月１日～
・カスミ
・セイミヤ
・タイヨー

問合せ

TEL 62-3522

茨城県環境政策課

容

TEL 029-301-2940

塚原ト伝の墓・宮中野古墳群ウォーキング(約5㎞)

200名
(小学生高学年以上。小学生は保護者同伴の参加。)

参加費
持

参

100円(保険料等として)
タオル、雨具、帽子

※ごみ拾いをしますので、軍手・トング等の用意をお願いします。

その他

荒天の場合は中止となります。
（当日の判断に困った場合は、環境・保安課 090-2306-8218まで）

申込締切

日

時

7月5日（日）午前8時30分開会
場 所 潮来第二中学校 体育館
参加資格 スポーツ保険に加入し、潮来市在住又は
在勤で18歳以上の男女
参加費 1チーム 2,000円
参加数 先着16チーム
締 切 6月26日（金）午後5時まで
えて申込んでください。

鹿行地域の水道水源である大切な北浦を一緒に歩い
てみませんか。
日 時 7月19日（日）午前9時30分～正午
場 所 鹿嶋市豊郷公民館（豊郷まちづくりセンター）
内

第15回潮来市民体協ソフトバレーボール大会

※中央公民館に置いてある申込用紙に必要事項を記入し参加費を添

たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

TEL 64-5240

事業所及び企業の皆様へ
経済センサス基礎調査にご協力ください。

日

7月1日からレジ袋の無料配布が中止になります。
≪取り組みスーパーマーケット名≫

募集人数

潮来市かすみ保健福祉センター

潮来市秘書政策課

～県全域でレジ袋の無料配布が中止になります～

平成21年5月現在県等との協定締結店のうち潮来市内の事業者を掲載。

私の尿の色って大丈夫？尿の量って大丈夫？尿と血
液の関係って？最近、CKD(慢性腎臓病)って聞くけど
何？などの疑問が解決します！
講 師 なめがた地域総合病院
（腎臓内科）植田 敦志 医師
日 時 6月17日（水）午後2時～3時30分
場 所 潮来市かすみ保健福祉センター 多目的ホール
募集人数 100名（先着順/当日受付のみ）

時

6月20日（土）午前10時～正午
場 所 水郷県民の森 ビジターセンター
講 師 植物観察講師：中村 紘 氏
募集人数 20名
持 参 飲み物、日除け道具

TEL 80-3311

講 演 会 おしっこから考える私の健康

植物観察会のお知らせ
日

マイバックの持参を！

「輝く茨城の先人たち」のパネル展開催

7月1日(水)

問合せ・申し込み

鹿行地方総合事務所 環境・保安課
TEL 0291-33-6056 FAX 0291-33-5638
E-mail:rosokan@pref.ibaraki.lg.jp
潮来市環境課 TEL63-1111（内線251～253）

「水郷の燈～Suigo no Akari～」
前川あやめ園を潮来・麻生地区の子供達の夢が書か
れた「燈」で飾ります。当日は、約10,000灯のろうそ
くを灯し、園内は幻想的な雰囲気で包まれます。ぜひ
皆さんお越しください。
日 時 6月20日（土）午後7時～9時（雨天順延）
場 所 前川あやめ園
※当日、設置作業などのボランティアをしていてだける方
を募集しています。詳しくは下記までご連絡ください。
問合せ・申し込み

(社)潮来青年会議所（内堀） TEL 090-2416-5155
潮来市観光商工課 TEL63-1111（内線243・244）

問合せ・申し込み

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)
体協ソフトバレーボール部（草野）
TEL 090-3007-9534

第19回潮来市内対抗ゴルフ大会
【期
日】7月22日（水）
【場
所】J-GOLF・KASUMIGAURA（潮来市茂木）
【参加人数】先着180名（1チーム：4名以上7名まで）
【プレー費】
10,000円/人・セルフプレー
（参加費・プレー費・食事・消費税込み）
※追加3,000円でキャディ付き・4Ｂ（先着20組）
【競技方法】
・1チーム：4名以上7名までによる団体戦。
・順位は上位4名のネットの合計とする。
・ハンディの算出はペリア方式とする。
【参加資格】
・潮来市民または潮来市内に勤務する者及び市内の
各種団体で構成するチーム。
・同一団体で複数チームの参加ＯＫ。
・3名以下の団体は近隣団体との混成を認める。
【申し込み】
下記に備え付けの「参加申込書」に必要事項を記
入し7月6日（月）までに申し込みください。
用紙については各地区公民館においてあります。
【問合せ】
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）
潮来グリーンランドゴルフ練習場 TEL 64-6184
J-GOLF・KASUMIGAURA
TEL 64-6661

薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」
ヤング街頭キャンペーンのお知らせ
日

時

場

所

内

容

6月20日（土）午後2時から3時30分
ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー
中学生ヤングボランティアを中心に啓発資
材の配布、国連支援募金の実施。
潮来地区から薬物乱用を根絶させるため
に、薬物に対する正しい知識を身に付け、
薬物乱用を許さない環境づくりにご協力く
ださい。

問合せ

茨城県潮来保健所衛生課（薬物乱用防止担当）
茨城県薬物乱用防止指導員潮来地区協議会事務局
TEL 66-2116

申込期限 7月10日（金）
料金は、無料です。詳細については、下記にお問い
合わせください。
問合せ・申し込み

鹿島養護学校 貝塚雅彦
TEL 0299-82-7700 FAX 0299-84-1576

相

法律相談・心配ごと相談のお知らせ
下記の日程により法律相談・心配ごと相談を開催い
たしますので、ご利用ください。
相談日 毎月1回
時 間 午後1時から4時まで 一人30分程度

自然体験をしよう！
梅おとしをして梅ジュースを作ろう

法律相談
７月２２日（水

6月20日（土）午前9時30分から11時
（雨天時6月21日（日））
場 所 古高弘法大師（潮来市古高、松﨑ちか所有地）
梅を入れる袋（自分でおとした梅
持参するもの
は、全部持ち帰れます）
参加費 無料
対 象 子どもとその保護者（先着5組まで）
日

時

問合せ・申し込み

NPO法人 こども空LOVE 代表 松﨑ちか TEL 66-0125

福祉の就職総合フェア２００９就職相談会
日

時

第1回
第2回
第3回

6月20日（土）水戸会場 茨城県総合福祉会館
7月12日（日）結城会場 結城市民情報センター
8月29日（土）・30日（日）土浦会場 土浦市総合福祉会館
参加方法 福祉の職場に就職を希望する方が対象で
す。当日会場にて受付となります。
参加費は無料です。
受付時間 午後12時30分から3時
開会時間 午後1時
問合せ 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
TEL 029-244-4544

発達に遅れのある子の理解講座
日

時

場

所

内

容

7月18日（土）
受付時間 午前9時50分から10時20分
県立鹿島養護学校会議室及び体育館
①発達に遅れのある子の理解
午前10時30分から12時
②ミュージックケア（音楽に合わせて体を動かします）
午後1時から3時30分
・一日参加の方はお弁当を持参してください。

談

心配ごと相談
７月

）

１日（水
）

８月１９日（水

８月

５日（水

ただし、相談担当者の都合により日程変更をする場合があります。
主な相談内容

法律相談、人権侵害、財産問題（財産分割）、土地
売買、名義変更、金銭貸借、境界線（隣近所問題）、
災害、損害など
相談場所 潮来市社会福祉協議会 潮来市辻765番地
（潮来市潮来保健センター内）
担当者 法律相談
杉下 弘之
弁護士
心配ごと相談 大塚 千世男 司法書士
ご希望の方は、電話で予約状況を確認のうえ社会福祉協議会へ来所しお申し込
みください。誠に恐れ入りますが、潮来市在住の方に限らせていただきます。
相談は無料です。

問合せ

社会福祉法人

潮来市社会福祉協議会

TEL63-1296

歯の何でも電話相談を開設します
ふだん、歯科医師に聞けないこと・入れ歯のこと・
子どもさんの歯の悩み・インプラント・矯正・口臭の悩
み・顎関節症・歯周病・ブラッシングの仕方、料金のこ
となど、歯についての悩みや質問を何でも受け付けま
す。匿名で結構ですので、お気軽にお電話ください。
歯科医師がご相談に応じます。
無料相談ですので、お気軽にお電話ください。
日 時 6月14日(日)午後2時から5時まで
問合せ 茨城県保険医協会
TEL 029-823-7930
TEL 029-835-0737

広報いたこ情報版 6月14日発行 発行者 潮来市長

募

平成21年度茨城県警察官採用試験のお知らせ

集

リトルマーメイド（水泳）会員募集
水に慣れることからもっと泳げるようになりたい子まで。
対 象 小学生
場 所 市民プール（前川）
練習日 土曜日 午後3時15分から4時30分
募集人員 10名程度 会費は月2,000円
（市民プール入場料込み）
申込締切 6月30日（火）
問合せ リトルマーメイド 代表 泉（潮来市潮来）
TEL 62-2075（平日午後6時以降にお願いします）

河川愛護団体募集！
県管理河川（一級河川指定区間、二級河川）で除草や
ごみ清掃を実施する団体へ、経費の一部を補助します。
応募対象 県管理河川で除草やごみ清掃を実施する
団体、グループ等
補助内容 傷害保険料、燃料費、軍手代、ゴミ袋
代、草刈鎌代、ほうき、熊手代、草刈機
替刃代、（写真代、飲料代、草刈機レン
タル料）が対象となります。
（ ）内については、制限があります。
応募方法等については、6月中に下記へお問い合わせください。
問合せ 茨城県潮来土木事務所 河川整備課
TEL 62-3729

潮来市学童クラブ
長期休業日（夏休み）指導員募集
潮来市では、昼間労働等により保護者が不在の小学
生を対象に、放課後児童の健全育成を図るため学童保
育事業を行っております。それに伴い下記内容のとお
り指導員を募集いたします。
勤務場所 潮来市内学童クラブ
募集人員 若干名
勤務時間 午前9時～午後5時まで
（土・日・お盆（8月13日～16日）はお休み）
業務内容 児童保育
750円
時 給
雇用期間 7月21日（火）～ 8月28日（金）
応募方法 履歴書を下記まで持参。（郵送可）
募集期間 6月15日（月）～ 6月26日（金）
問合せ・申し込み

潮来市福祉事務所 社会福祉課 TEL 63-1111（内線386）

7月1日（水）～ 8月18日（火）
第1次試験 9月20日（日）
第2次試験 10月24日（土）～ 10月28日（水）

申込受付期間
試験日程
受験区分

昭和55年4月2日以降に生まれた人で、
学校教育法による大学（短期大学を除
警察官A く）を卒業した人若しくは、平成22年
3月31日までに卒業見込みの人又は、
人事委員会がこれと同等と認める人
昭和55年4月2日から平成4年4月1日ま
警察官B でに生まれた人で、警察官Aの受験資
格に該当しない人
詳細については、下記へお問い合わせください。
問合せ・申し込み

行方警察署 警務課 TEL 0299-72-0110（内線211）

学生の皆さんへ！就職面接会を開催します！
大学院・大学・短大・専修学校の平成22年3月卒業
予定者及び、既に卒業し就職していない方を対象に
「大好きいばらき就職面接会（前期）」を開催します。
県内企業約200社の面接を受けることができますの
で、ふるってご参加ください。事前申込み不要。履歴
書を複数お持ちください。面接会前にプレセミナーを
受けてください。詳しくは、下記まで。
開催期日及び場所

【水 戸 会 場】6月24日（水）ホテルレイクビュー水戸
【つくば会場】6月26日（金）ホテルグランド東雲
受付時間 午前9時30分から
・プレセミナー午前10時（随時開催）
・面接会 午後1時から4時
問合せ・申し込み

県労働政策課 TEL 029-301-3645
ホームページアドレス
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei
/h21daisuki/index.html

水郷民俗研究会会員募集
私たちの生活は、振り返ってみればわずかな間に大
変大きく様変わりしました。この生活の変化を一緒に
学び記録し、後世に残していきたいと思います。皆さ
んのご参加をお待ちしております。詳細は下記へお問
い合わせください。
問合せ 潮来市水郷民俗研究会 会長 山澤幸次
TEL 66-3759

（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

