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献血のお知らせ

全国消費実態調査に御協力を

不動産公売のご案内

いま、輸血用の血液が、大変不足しております。
皆さまのご協力を、よろしくお願いいたします。

「全国消費実態調査」を実施します。この調査は、一
般家庭の家計支出額等の実態を把握することが目的で
す。調査に先立ち、7月中旬から調査対象地域にお住ま
いのすべての世帯を対象とした名簿を作成するため、知
事に任命された調査員が皆様のお宅を訪問して世帯主の
お名前、ご家族の人数などをお聞きいたします。ご協力
よろしくお願いします。なお、調査内容につきまして
は、統計法に基づき秘密が厳守されます。
調査対象地域
潮来647～963番地・大洲10～1446番地
日の出7丁目4～8番
事前調査期間
7月中旬～8月中旬までの間
（すべての世帯が対象）
本調査期間
8月下旬～12月中旬までの間
（無作為に抽出された世帯が対象）
問合せ 潮来市 秘書政策課 TEL 63-1111 内線208

茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる
入札により不動産を公売します。参加してみてはいか
がでしょうか。
日 時 8月4日（火）午後1時20分～2時
場 所 水戸合同庁舎内2階大会議室（水戸市柵町1-3-1）
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保健・医療

日時・場所

7月29日（水）

午前10時～正午（潮来市役所）
午後1時30分～3時30分（潮来税務署）
問合せ 潮来市 かすみ保健福祉センター
TEL 64-5240

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。
日

時

法律相談
8月19日（水）
9月16日（水）
10月20日（火）

心配ごと相談
8月 5日（水）
9月 2日（水）
10月 7日（水）

時間は、午後1時から4時まで。一人30分程度です。
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。
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。相談料は無料です
潮来市社会福祉協議会（潮来市辻765番地）
相談場所
（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。
問合せ・申し込み

社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会 TEL 63-1296

社会保険労務士による
「ねんきん定期便」に関する相談会のお知らせ
8月18日（火）午前9時～正午・午後1時～4時
牛堀公民館 小会議室（1階）
◎相談の際はねんきん定期便・印鑑をお持ちください。
◎代理の方がお越しになる場合には、委任状及び来られ
る方の身分のわかるもの及び印鑑をお持ちください。
申込期限
8月7日(金)までに下記へご連絡ください。
日 時
場 所

問合せ・申し込み

潮来市 市民課 国保年金グループ
TEL 63-1111 内線132

市立幼稚園 夏季園庭開放のお知らせ
日時・会場

8月25日（火） 午前9時30分～11時
（潮来市立うしぼり幼稚園 園庭・ホール）
8月27日（木） 午前9時30分～11時
（潮来市立延方幼稚園 園庭・ホール）
内 容 未就園児親子への園庭開放・歌やリズム遊び参加等
対象者 未就園児とその保護者 先着30組
（就園児・小学生の参加はご遠慮ください。）
申込期限
8月17日（月）までに下記へ直接電話
または、FAXでお申し込みください。
問合せ・申し込み

潮来市立うしぼり幼稚園 TEL(64)5766 FAX(64)5639
潮来市立延方幼稚園
TEL(66)2533 FAX(66)3569

学校開放事業体育施設
第２期利用調整会議について
8月28日（金）
会 場 潮来市立中央公民館
8月13日（木）
申込期限
9月～翌年3月の期間で定期利用をご希望
申込方法
の団体は必ず「市立学校体育施設使用申請書」を提出
ください。※平成21年度から2期制となります。
日

時

８月は「道路ふれあい月間」です。
市では道路の大切さを知ってもらい道路を美しく、
正しく利用してもらうことなどを目的に、8月10日
（月）の「道の日」に、県潮来土木事務所、建設業協
会と道路の清掃やＰＲ活動を実施します。皆さんの生
活に欠くことができない道路は、近隣の事業所や地区
の皆さんによる清掃や除草作業などのご協力により、
きれいで安全に利用できるように保たれています。し
かし、市内でも道路や歩道へ枝が張り出し、通行の障
害になっている箇所が見受けられます。これらが原因
で、車輌や歩行者に事故が発生した場合には、所有者
の方が責任を問われる場合があります。伐採や枝払い
など日ごろの管理とともに、強風や大雨の後には特に
注意されるよう、ご協力をお願いします。
問合せ 潮来市 都市建設課 TEL 63-1111

問合せ・申し込み

潮来市 中央公民館 生涯学習グループ
TEL 66-0660 内線280

児童扶養手当を受給しているお母さんへ
茨城県及び潮来市では児童扶養手当を受給されてい
るお母さんの就労を支援するため「母子自立支援プロ
グラム策定事業」を実施しています。
8月の児童扶養手当現況届けに伴い、下記のとおり
就労相談窓口を開設しますので、お気軽に相談くださ
い。
日 時 8月10日（月）午前10時～午後4時まで
場 所 潮来市役所 相談コーナー2（1階）
相談員 茨城県母子自立支援プログラム策定員
問合せ 茨城県鹿行県民センター 県民福祉課
TEL 0291-33-6264
潮来市 社会福祉課
TEL 63-1111 内線386

浄化槽をお使いの皆様へ
～法定検査を受けましょう～
浄化槽の所有者は、保守点検と清掃を定期的に行い、
それらが適正に行われているかを確認するための法定
検査を受けることが法律で義務付けられています。
この法定検査を受けていない者には、指導・勧告・
命令が出され（県の職員が直接、受検指導にお伺いす
ることがあります）、命令に違反した場合には、過料
に処せられることがありますので、県指定検査機関で
ある（社）茨城県水質保全協会に申し込みのうえ、必
ず受検してください。
申し込み先

（社）茨城県水質保全協会
TEL 029-227-4821
問合せ

茨城県生活環境部廃棄物対策課
TEL 029-301-3020

公売対象不動産

売却区分番号 21-59
見積価格 730,000円（公売保証金80,000円）
財産の表示（登記簿による表示）

所
地
地
地

在
番
目
積

（物件１）
潮来市日の出五丁目
15番地14
雑種地
92㎡

所
地
地
地
持

（物件２）
在 潮来市日の出五丁目
番 15番地16
目 公衆用道路
積 86㎡
分 8分の1

下記のホームページにアクセスしていただければ、
詳しい内容がご覧いただけます。
ホームページアドレス http://www.ibaraki-sozei.jp/
問合せ

茨城租税債権管理機構（水戸市柵町1-3-1水戸合同庁舎5階）
TEL 029-225-1221

「潮来市空き家・空き地情報バンク」
をご存知ですか？
この制度は、市内に空き家や空き地をお持ちの方と
お探しの方が潮来市のホームページ上で効率的に情報
交換できるよう、昨年の１１月に設置された制度で
す。市内に空き家や空き地をお持ちの方、お探しの方
は是非ご覧ください！
※登録されている物件はすべて所有者の方が本制度の
趣旨に同意され、申込みをいただいた物件です。
現在空き家1件、空き地11件が登録されています。
（市役所企業誘致推進室内（本庁舎２階）でも物件概
要をご覧いただけます。）
「潮来市空き家・空き地情報バンク」
ホームページアドレス URL: http://www.city.itako.lg.jp/joho_bank/
←潮来市ＨＰトップページの
右側にバナーがございます。
「潮来市空き家・空き地情報バンク」
掲載物件のご紹介（その１）
登録No.「F-001（空き地（市有地）情報）」
所在地
日の出2-8-9
地 目
宅地
面 積
448.33㎡（約136坪）
売却価格
806万円
※ホームページ上では位置図と写真等も掲載しています。

この他の物件についても、今後広報等により
ご紹介していきますので是非ご覧ください。
問合せ 企業誘致推進室
TEL 63-1111(内線218) FAX 80-1100
E-mail:uchi@city.itako.lg.jp

第32回水郷潮来花火大会が開催されます
日
会

時
場

8月22日（土）午後7時30分打上
悪天候の場合は、翌日・翌々日に順延
水郷北斎公園前（潮来市牛堀・北利根川特設会場）

～花火大会の協賛受付中です～
たくさんの花火で水郷の夏の夜空を飾れるよう、ご
協力願います。
受付締切
8月14日(金)まで。潮来市役所、潮来市商
工会、水郷潮来観光協会事務所にて受付しております。
協賛金 個人
・・・ 3,000円より
商店等
・・・ 5,000円より
企業・団体等 ・・・10,000円より
※10,000円以上の協賛者には特別協賛席（2名様分）をご用
意いたします。
※口座振替をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
問合せ

水郷潮来花火大会実行委員会事務局
（潮来市観光商工課内）TEL 63-1111

内線241～244

～ アントラーズ『ホームタウン感謝祭』開催 ～
8月23日（日）ＦＣ東京戦（午
後6時30分キックオフ）におい
て、
「ホームタウン感謝祭」を開
催いたします。
当日は、アントラーズホーム
タウン5市（鹿嶋市・神栖市・
鉾田市・行方市・潮来市）の在
住者を限定として、『1Ｂ指定席（先着順）』、『2Ｂ
席』、『サポーターズシート』を1,000円にて「特別
ご優待」いたします。
チケット購入の際には、ホームタウン5市の在住者
である証明書（運転免許証等）を持参してください。
引換えは、カシマスタジアム3ゲート横の赤いテン
トにて、午後2時から行います。
問合せ

鹿島アントラーズファンクラブ事務
TEL 0299-82-5555（午前10時～午後4時 月曜定休）

土曜ひろばのお知らせ

親子ですごす夏休み
エコツアーに参加しませんか？

潮来市ゴルフ教室生徒募集
潮来市ゴルフ教室生徒募集

問合せ・申し込み

潮来市

環境課

TEL 63-1111

内線251

図書館からのお知らせ
おもしろ理科先生の理科教室がはじまりま～す！
8月から毎月1回程度、おもしろ理科先生による理科
教室をはじめます。理科に関するユニークな実験など
を体験するイベントです。お友だちと一緒に参加して
ね！
第1回 「おもしろ理科実験」
不思議なひも・割れない風船・水がもれないポリ
袋・驚異の肺活量・フィルムケースを使ったおもちゃ
（ピーピー笛）・ビニールロケットなどの楽しい実験
です。
日 時 8月9日（日）午後2時～3時30分
場 所 潮来市立図書館 （集会室）
対象者 小学生30名程度（1・2年生は保護者同伴）
参加費 1人 200円（材料代等）
図書館カウンター、または電話かFAX（メール不可）
でお申し込みください。

皆さんの参加をお待ちしています。
日 時 8月8日（土）午前10時～午後5時
場 所 昭和村（潮来5丁目706 石田川沿（コダマ時計店の下通り））
昭和村に入る際には木戸銭（1人当り100円）が必要です。
内 容 ○遊びの学校 ベーゴマ・竹とんぼ等の伝承遊び
問合せ・申し込み
○手づくり体験 木の実工作（材料費300円）
○フリーマーケット開店、水車の水汲み体験(無料)
潮来市立図書館 TEL 80-3311 FAX 64-5880
問合せ 昭和村委員会 篠塚 宏八 TEL 66-0389
広報いたこ情報版 7月26日発行 発行者 潮来市長

8月28日～9月25日毎週金曜日（計5回）
午後7時～9時
会 場 潮来グリーンランドゴルフ練習場（永山876）
講 師 潮来市体育協会ゴルフ部員
募 集 先着20名
参加資格
潮来市在住又は在勤者（初心者歓迎）
申込金 3,000円（保険料込）
申込締切
8月21日（金）
主 催 潮来市体育協会ゴルフ部
期

「家庭から出るごみの行方を知る旅」
今回見学するのは、ペットボトル
の処理の施設です。実際に施設を見
学して、わたしたちが、捨てているごみがどのように処
理されていくかを知ることで、ごみを資源に変えること
の必要性や地球環境へ配慮するやさしい気持ちに気づく
ことができると考えています。
ぜひ親子（保護者）で参加して、夏休みの思い出や
す
宿題にお役立てください。
を募集しま
子
親
る
す
期 日 8月19日（水） 参加
市役所→集積所（1カ所）→クリーン
見学コース
センター→神栖市「オールウエイストリサイクル」→
津知公民館でおにぎり作り
※市バスを利用します。
対象者 市内在住の小学生とその保護者
集合場所
潮来市役所
所要時間
午前8時30分～午後1時
（予定）
参加費 無料
申込方法
電話にて受付いたします。
申込期日
7月27日（月）から8月17日（月）まで（先着15組）
※昼食は、潮来産のお米で各自好きな大きさのおにぎ
りを作って一緒に食べましょう。

間

問合せ・申し込み

潮来市教育委員会 中央公民館
TEL 66-0660 内線278・279

生涯学習グループ

潮来市 市民水泳大会参加者募集
日

時

会

場

9月6日（日）午前9時30分から
潮来市立市民プール（前川）
参加資格
小学生以上の男女で健康な方
種 目 ①自由形②背泳③バタフライ④平泳ぎ⑤個
人メドレー⑥25ｍビート板キック（小学校低学年と50
歳以上の方のみ）⑦フリーリレー⑧メドレーリレー
申込方法
潮来市民プールにある申込用紙にご記入
ください。
1人2種目までエントリー可。（リレーを除く）
申込期限
8月30日（日）午後5時まで
大人・小人
一律500円
参加費
（保険・プログラム込み）
※リレー種目については、無料
※中学生以下の方は、監督または保護者の同意を得て
ください。
問合せ 潮来市立市民プール
TEL 66-7511（月曜休館）

水郷まちかどギャラリーからのお知らせ
潮来祇園祭禮展 （写真・資料等の展示）
日時 7 月 29 日 ( 水 ) ～ 8 月 7 日 ( 金 )

午前 10 時～午後 6 時
（最終日は午後 4 時まで）＊会期中休館なし。
向後寛治写真展

～白い天使の舞～（写真の展示）

霞ヶ浦の『川の通信簿』をつけてみよう！
「川の通信簿」をつけてみよう！と題し、霞ヶ浦を
採点してくださる方を募集します。
日 時 8月24日（月）、25日（火）、26日（水）
（いずれも午後1時から5時）
※いずれか1日のみでも、3日間全てでもかまいません。
実施場所
霞ヶ浦周辺
集合場所

8月24日(月）霞ヶ浦総合公園大駐車場（土浦市大岩田1051）
8月25日(火）国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
8月26日(水）国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
募集人数
20名 参加費は無料です。
※小学生以下の方は、必ず保護者の方と一緒に参加し
てください。
応募方法
電話・FAXにより、住所・氏名・連絡
先・応募人数をお知らせください。
募集締切
8月10日（月）
※詳細は霞ヶ浦河川事務所ホームページでもご覧いた
だけます。（http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/）
問合せ・申し込み

国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
調査課 担当 番場 TEL 63-2415 FAX 63-2495

潮来市公営墓地使用者募集のお知らせ
霊園の概要
名 称 ほりのうち霊園（潮来市堀之内1221番地3）
種 別
区画面積
仕様
間口1.5m
規格墓地第2種
3㎡
更地
奥行2.0m
募集予定区画数・使用料及び管理料
種 別
募集区画数 永代使用料(円) 管理料(円／年)
規格墓地第2種
5
180,000円
3,000
永代使用料は初年度に納めていただきます。
管理料は各年度毎に納めていただきます。
申込資格
潮来市に住所登録されている方でかつ墓
地を所有していない方
申込期間
8月17日（月）～8月28日（金）
午前9時～午後5時まで（土、日曜日を除く）
必要書類
①墓地使用許可申請書(環境課窓口にありま
す。必要事項を記入して、押印してください。）
②住民票抄本、または外国人登録済証明
抽選日時及び会場

申し込み期間終了後、ご連絡させていただきます。
＊申し込みは1世帯につき1区画のみです。二重申し込
午前 10 時～午後 6 時
み及び虚偽等の不正申し込みがあった場合は、無効と
（初日は 13 時から、最終日は午後 4 時まで）
させていただきます。
＊募集区画場所は、現地で確認できます。（募集中の
問合せ
水郷まちかどギャラリー（NPO法人 水美研）
表示があります）詳細については下記まで。
問合せ・申し込み
潮来市 環境課
TEL 63-3113
TEL 63-1111 内線253
（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）
日時 8 月 18 日 ( 火 ) ～ 8 月 23 日 ( 日 )

