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保健・医療

せ

忘れていませんか？
定額給付金の申請は９月２５日(金)までです！
定額給付金は、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、すぐに
手続きをお願いします。
申請書を紛失したり、住所変更等により申請書がお手
元に届いていない方は、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。
＊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）
TEL 63-1111 内線224

敬老会のお知らせ
日

時

会

場

日

程

招待者
主

催

9月21日（月・祝）敬老の日
開花亭（潮来富士屋ホテル別館）
午前 8時～ 8時50分 受付
午前 9時～ 9時50分 式典等
午前10時～11時10分 アトラクション
午前11時20分 解散
昭和13年4月1日以前に生れた方（72歳以上）
潮来市・敬老会実行委員会

★送迎の時間帯が集中し、大変ご迷惑をおかけいたしますが、
ご協力をお願いします。

問合せ

潮来市 介護福祉課
TEL 63-1111 内線 390ă391

平成２２年「新成人のつどい」を開催します
日
場

時
所

該当者

平成22年1月10日（日）
開会 午前10時30分（受付10時）
潮来市立中央公民館 大ホール(日の出3-11)
平成元年4月2日生～平成2年4月1日生

＊該当者の方には11月中旬に案内状を発送する予定です。
＊就職や進学のために転出し、現在潮来市に住民登録のな
い方で出席を希望する方は、10月31日（土）までに各公
民館（中央・潮来・津知・延方・大生原・牛堀）にご来
館のうえ、申込書の提出をお願いします。
ご家族の方による代理でも結構です。
問合せ 潮来市立中央公民館
TEL 66-0660

戦没者等のご遺族の皆様へ
■ 第九回特別弔慰金が支給されます ■
公務扶助料や遺族年金等を受けていた方が
平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなる
などし、平成21年4月1日において公務扶助料や遺族年
金等の受給権者がいない場合に、次の順番による先順
位のご遺族お一人が対象となります。
1、平成21年4月4日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
法による弔慰金の受給権を取得した方
2、戦没者等の子
3、戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
戦没者等と生計関係を有していた方のうち平成21
年4月1日において婚姻していたとしても氏が変わ
っていない方又は同日において遺族以外の方と養
子縁組をしていない方に限ります。
4、上記3以外の戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟
姉妹
※戦没者と生計関係を有していない方や戦没者等と生
計関係を有していたが上記３に該当しない方。
5、上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者の死亡まで引き続く1年以上の生計関係を
有していた方に限ります。
支給内容
額面24万円、6年償還の記名国債
請求期間
平成24年4月2日まで
＊請求期間を過ぎると時効により権利が消滅し特別弔
慰金を受けることができなくなりますので請求漏れの
ないよう十分ご注意ください。
対象者

小児慢性腎臓疾患講演会のお知らせ
テーマ「小児慢性腎臓疾患と日常生活の過ごし方」
10月17日（土） 午前10時～12時
（受付 9時30分）
個別相談
午前11時～12時（希望者）
場 所 茨城県潮来保健所 大会議室
（潮来市大洲1446-1）
講 師 前田病院 腎臓内科 前田 伸樹 医師
対象者 小児慢性腎臓疾患で治療されている方の保
護者、家族、関係者等（20名程度）
申込締切 10月7日（水）電話でお申し込みください。
日

問合せ・申し込み

茨城県

社会福祉課

TEL 63-1111

心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する
父もしくは母、または父母にかわって児童を養育して
いる方に支給されます。手当の対象となる児童は、身
体障害者手帳が1級～3級程度の児童、療育手帳の?Ａ
及びＢ程度の児童です。
手当の額
1級 児童1人につき 50,750円
等級月額
2級 児童1人につき 33,800円
手当は年3回受給者本人のゆうちょ銀行またはその他
の金融機関口座に振り込まれます。
所得制限限度額
扶養親族の数

本

人

配偶者および扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人以上1人につき

380,000円

213,000円加算

こちらの手当は潮来市福祉事務所で手続きをして、
県知事の認定を受けなければ支給されません。また、
療育手帳、身体障害者手帳をお持ちでなくても支給対
象になることもあります。詳しくは、下記まで。
問合せ 潮来市 介護福祉課 TEL 63-1111 内線394

健康増進課

集

10月8日（木）・15日（木）・22日（木）
午後1時30分～3時
会 場 潮来市立牛堀公民館 小会議室
募集対象
成人（先着20名）
持参するもの
裁縫用具・黒糸・はさみ
（受講料1,000円 教材費1,000円）
申込締切
9月26日(土)
日

時

問合せ・申し込み

潮来市立牛堀公民館

TEL 64-5230

FAX 64-6841

潮来市民ゴルフ大会参加者募集
10月22日（木）
潮来カントリー倶楽部
募集人員
240名 (先着順）※同時コンペもOK
プレー費
☆キャディ付（歩き）13,500円（税込）
3バックの場合は＋210円別途になります。
☆乗用カートセルフ 11,000円（税込）
＊乗用カートをご希望の方は、必ず事前に申込んで
ください。「ＩＮ⇒南」の20組限定となります。
（申込金・賞品・参加賞・昼食・パーティー代含）
参加資格
潮来市民及び潮来市内に勤務されている方
申込締切
10月7日（水）
※電話での申し込み及び仮予約は一切行いません。
開催日
会

場

受付場所

10月1日（木） 午前10時～午後1時
かすみ保健福祉センター（島須777）
対 象 潮来市にお住まいの男性（20名程度）
持ち物 米100g エプロン 三角巾（バンダナ等で可） 筆記用具
申込締切
9月25日（金）電話でお申し込みください。参加費は無料。
主 催 潮来市食生活改善推進員連絡協議会
日

時

場

所

問合せ・申し込み

潮来市 かすみ保健福祉センター

イ

ベ

ン

ト

・

展

TEL 64-5240

示

会

な

ど

コスモスまつり開催のお知らせ
9月26日（土）～10月18日（日）
上戸川コスモス団地 （潮来市上戸）
◎ イベント農業感謝デー
日 時 9月26日（土）（荒天のときは27日（日）に延期）
午前11時～午後1時頃（無くなり次第終了）
内 容 ◆模擬店◆農産物の直売◆特産物の販売など
＊花の摘み取りは、農業感謝デー以降は自由に摘み取ることが出来ます。
問合せ 潮来市 農政課 TEL 63-1111 内線264
期

間

場

所

利根川舟運・地域づくり協議会 絵画展
～「舟のある風景・川のある風景」～
利根川下流域の4市（香取市、銚子市、取手市、潮来市）
を会場とする、移動絵画展を開催します。作品は郷土の作
家が描いた「舟や川」に関する作品36点を展示。本市から
は小堀進、村山密画伯の作品をはじめとする13点を出展。
展示期間
9月18日（金）～23日（水）午前10時～午後6時
（入場料は無料、期間中休館なし）
会 場 水郷まちかどギャラリー
問合せ 潮来市 秘書政策課 TEL 63-1111 内線207
水郷まちかどギャラリー TEL 63-3113

第二回 水郷県民の森音楽祭のお知らせ
9月26日(土) 午前10時～午後3時
茨城県水郷県民の森
出 演 潮来第二中・牛堀中・日の出中・よさこ
い・潮来ギターアンサンブル・スウィートサウンズ・
カントリーパンプキンス・神森響＆インフォレスト
日

時

場

所

＊入場無料・雨天中止

①潮来市中央公民館 生涯学習グループ（日の出3-11）
TEL 66-0660 内線278.279
FAX 66-4339 FAX可
②潮来市 総務課 TEL 63-1111 内線221.222 FAX不可
③潮来グリーンランドゴルフ練習場 TEL 64-6184 FAX不可
問合せ ①潮来市立中央公民館
組合せ発表

～主食主菜副菜がそろい、塩分に気をつけた献立～

TEL 66-2118

牛堀公民館主催 パッチワーク講座
受講生募集！

内線385・386

特別児童扶養手当のお知らせ

潮来保健所

募

問合せ・請求窓口

潮来市

時

食事作りはおまかせ！『男性のための料理教室』

大会一週間前に潮来市役所・中央公民館・

各地区公民館・潮来グリーンランドゴルフ練習場で配布。
なお、組合せ決定後の申し込み・変更は出来ません。

主

催

問合せ

潮来県民の森音楽事務局
神森 響 090-6486-5409

里親制度について一緒に話し合ってみませんか
制度や子ども達との生活について、里親会会員を交
えての懇談を実施します。是非ご参加ください。
日 時 9月26日(土) 午前10時～正午
場 所 鹿嶋市まちづくり市民センター（鹿嶋市宮中4631）
問合せ 鹿行里親会会長 大森 貫次 TEL 69-0194

卓

Ｈ21 秋季市民スポーツ大会参加者募集
主

期

催

潮来市教育委員会・潮来市体育協会

日 １０月１１日(日)～１１月２２日(日) 土曜・日曜日開催

☆車でご来場の際はĂ必ず所定の駐車場に停めてくださいÿ

ソフトボール

バレーボール(９人制)

日／１０月１８日(日)・１１月１日(日)
予備日１１月８日(日)
(参加チーム数Ăグラウンドの都合により日
程・会場の変更がありますÿ)
■会
場／日の出・前川グラウンド 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ÿ
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ
(2)１チームの選手は９名以上とするÿ
■試合方法／トーナメント戦とするÿ
■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／１０月１８日(日)
■会
場／中央公民館体育室・日の出小体育館
■チーム編成／一般男子・女子・ママさんバレーの３種目としĂ
学生・生徒は除くÿ但しĂ男子の部に女子を加え
て編成してもさしつかえないÿ
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ
(2)１チームの選手は１５名以内とするÿ
(3)試合球はĂ一般男子・女子は５号Ăママさん
は４号の検定球とするÿ
■競技方法／一般男子・女子はリーグ戦ÿ
ママさんバレーはチーム数によりĂリーグ戦も
しくはトーナメント戦とするÿ
■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／１０月１８日(日)・１１月８日(日)・１５日(日)
予備日１１月２２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ÿ
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ
(2)１チームの選手は２５名以内とするÿ
(3)試合球はĂ新Ａ号とするÿ
■試合方法／トーナメント戦とするÿ
■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ÿ
但しĂグラウンドルールについてはĂキャプテ
ン会議の際決定するÿ

サッカー
■期
日／１１月１日(日) 予備日１１月１５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ÿ
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ
(2)１チームの選手は２０名以内とするÿ
(3)試合球はĂサッカーボール５号とするÿ
(参加チーム持参のこと)
■試合方法／前半３０分Ă後半３０分のトーナメント戦ÿ
■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずるÿ

ソフトバレーボール
■期
日／１１月８日(日)
■会
場／潮来第二中学校 体育館
■チーム編成／一般男女４名以上８名以内（年齢制限なし）
■諸 注 意／(1)試合は１チーム男女２名ずつの混合で行う。
(2)男子に代わって女子が出場しても差し支え
ない。
(3)先着１６チームで締め切り
■試合方法／予選リーグの後、決勝トーナメントÿ

バドミントン
■期
日／１０月１８日(日)
■会
場／牛堀小学校 体育館
■参 加 者／高校Ă一般の男女
■競技方法／初級・上級の部に分けĂ男子・女子ダブルス・
混合ダブルスとするÿ
■競技規則／日本バドミントン協会規則に準ずるÿ
■諸 注 意／参加申し込みはペアを組んで申し込むことÿ

インディアカ
■期
日／１０月１８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／参加チームによるリーグ戦とする。
■諸 注 意／４人以上のチームで申し込むÿ
（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ÿ
チーム編成は男女混合又は女性のみÿ
（一部ローカルルール採用）
■参 加 料／１チーム１,０００円 個人３００円
(但し、小・中学生は無料)

バスケットボール
■期
日／１０月１１日(日)・１０月１８日(日)
■会
場／牛堀中学校 体育館
■チーム編成／職場・グループ・各種団体の男女とするÿ
■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならないÿ
(2)１チームの選手は１２名以内とするÿ
監督、マネージャーのいるチームは１５名
とするÿ
(3)試合球、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ÿ
■競技方法／トーナメント戦とするÿ
■競技規則／日本バスケットボール連盟規則によるÿ
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歩け歩け会

球

■期
日／１０月１８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Ă個人戦のトーナメント戦とする。
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、トーナメント戦を行う。
■競技規則／全日本卓球連盟規則によるÿ
■諸 注 意／(1)ユニホームは上下共白色の使用は禁止するÿ
(2)学校としての参加申し込みは学年別男女ラ
ンキング順位に記名提出する。

剣

道

■期
日／１０月１８日(日)
■会
場／牛堀中学校 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ÿ
■諸 注 意／参加者全員による練習会及び練習試合を行うÿ

弓

道

■期
日／１０月１８日(日)
■会
場／潮来高校 弓道場
■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ
■競技方法／中高生男女・一般に分け、
個人戦とするÿ
■競技種目／射詰の部(２射)・射込の部(１２射)

■期
日／１１月８日(日)
■コ ー ス／栃木県方面＊参加人数によってコースが変更になる場合があります。
■参 加 者／健康な方で約１０km(山道・林道有り)歩ける
方ならどなたでも参加できますÿ
■集合場所／潮来市役所玄関前
午前６時３０分集合(午前７時出発)
■募集人員／４０名(定員になり次第締切Ăキャンセル待ちありÿ)
■参 加 料／大人３,０００円 小学生以下２,０００円
■参加申込／先着順による個人申し込みÿ
■そ の 他／昼食・飲物は参加者各自で用意することÿ

テ

ス

■期
日／１０月１８日(日) 予備日１１月１日(日)
■会
場／日の出運動広場 テニスコート
■参 加 者／中学生以上の男女とするÿ
■競技方法／ダブルスで試合を行うÿ
■競技規則／日本テニス連盟規則によるÿ
■諸 注 意／参加はペアで申し込むことÿ
■参 加 料／１人５００円

ソフトテニス
■期

日／小中学生の部 １０月１７日(土)
一 般 の 部 １０月２５日(日)
予備日１１月７日(土)（小中学生）・８日(日)（一般）
■会
場／潮来高校・日の出運動広場テニスコート
■参 加 者／小学生以上の男女(一人でも参加可)
■競技方法／初級Ă中級Ă上級の３部門に分けてダブルスで
試合を行うÿ
■競技規則／日本ソフトテニス連盟規則によるÿ

秋季市民スポーツ大会
■参加資格
潮来市に居住もしくは職場を有する者としĂその他については種目
毎に定めるÿ
■申込方法
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む。
個人種目：電話で申し込むÿ( 個人種目の参加料は大会当日支払うÿ)
■申 込 先
潮来市教育委員会 中央公民館 生涯学習グループ
℡.６６－０６６０ 内線 278・279
■申込締切
１０月９日（金） 午後５時まで
・バスケットボールは１０月５日（月）午後５時まで
・歩け歩け会は、１０月２３日（金）午後５時まで
■参 加 料
団体種目：１チーム 2,000 円（小ă中学生は無料）
個人種目：１人 200 円
（小ă中学生は無料。インディアカ、テニス、歩け歩け会は別途徴収）
■屋外競技の態度決定
各競技日の午前７時

ニ

潮来市立中央公民館にて ℡.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）

申込方法
☆キャプテン会議☆
□バスケットボール
■日 時 １０月６日（火）午後７時
□バレーボール、ソフトボール
サッカー、軟式野球
■日 時 １０月１３日（火）午後７時
■場

所 潮来市立中央公民館（日の出 3-11）

☆組み合わせ抽選・ルールの申し合わせ
などを行いますÿ
☆会議に欠席の場合はĂ失格となります
ので注意してくださいÿ
☆申し込みはĂ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ÿ
■集合ă競技開始時間
８時３０分集合 ９時３０分競技開始

