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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成21年度 第11号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ
子育て スポーツ・健康づくり 保健・医療

　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。

年間通して農産物を出荷できる方はお申し込みください。

　　　　　　10月1日(木）～10月15日（木）
　　　　　水郷潮来直販委員会　道の駅いたこ事業部
　　　　　農産物担当　TEL 67-1161

　潮来市内で浄化槽を設置する場合は、県の条例により高

度処理型合併浄化槽の設置が義務付けられています。ま

た、市では、生活排水による水質汚濁を防止するため、浄

化槽の設置に要する経費について助成することを目的とし

て浄化槽補助金制度を実施しています。

■高度処理型合併浄化槽の設置について
　　　　　　Ｎ　型(窒素除去型)　　　　（補助対象外）
　　　　　　ＮＰ型(窒素及びりん除去型)（補助対象）
■補助金制度について

公共下水道認可区域及び農業集落排水事業
採択区域以外

　　　　　　ＮＰ型浄化槽
森林湖沼環境税の活用により浄化槽の
補助金が大幅にアップしています。

　　　　　　　　 5人槽　　 87.6万円
　　　　　　　　 7人槽　　121.9万円
　　　　　　　　10人槽　　171.9万円
　　　　　　（上記の金額は、国、県の補助を含む。）

　　　　　潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線324

　　　　　市内に住所を有する65歳以上の方、又は60歳～

65歳未満で心臓、腎臓、呼吸器などの疾患による身体障害

者手帳1級の方

　　　　　　10月1日から翌年1月31日
　　　　　　　　飯島内科、石毛医院、大久保診療所、

久保病院、常南医院、仲沢医院、延方クリニック

　　　　　　　2,500円　1人1回
※新型インフルエンザの予防接種は、該当しません。

　　　　　かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　茨城県水郷県民の森は、身近なみどりとして、県民が自

然に触れ合いながら、保健休養の場として活用するととも

に、自然に関して学習することのできる施設として、多く

の方に利用されています。9月1日（火）から、水郷県民の

森第5駐車場隣の芝生広場でグラウンドゴルフができるよう

になりましたので、ぜひご活用ください。手続きや予約方

法等については、下記までお問い合わせください。

　　　　　茨城県水郷県民の森管理事務所
　TEL 64-6420　FAX 64-2085（午前8時30分～午後5時）

　ホームページアドレス http://www.ibaraki-suigou.jp/

　　　　　10月20日（火）午前9時～正午・午後1時～4時
　　　　　潮来保健センター　問診室（辻765）
　　　　　　　　「ねんきん定期便」・印鑑
＊代理の方がお越しになる場合には、委任状及び代理の方

の身分のわかるもの。印鑑。

　　　　　　10月9日（金）
　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ
　　　　　TEL 63-1111　内線132

　それぞれの個性や、希望を大切にしながら就職のご支援

します。詳細は下記までお問い合せください。

　　　　　9月30日（水）午前10時～午後3時
　　　　　津知公民館　2Ｆ学習室　
　　　　　いばらき就職支援センター
　　　　　TEL 029-300-1916・029-300-1715

　　　
　行政書士は、許認可・登録申請・遺言や相続など様々な契

約、届け出等の相談から書類作成までをサポートします。

　秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

　　　　　10月3日（土）午前10時～午後4時
　　　　　潮来公民館　2階学習室（潮来456-1）
　　　　　茨城県行政書士会事務局　TEL 029-305-3731

　屋外広告物とは、屋外で常時又は一定の期間継続して公

衆に表示される広告物のことで、はり紙、はり札、立看

板、広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出されたも

のなどを指します。屋外広告物を表示するためには、原則

として市町村長の許可を受けることが必要です。

○　屋外広告物については「まちの良好な景観の形成」と「公衆

に対する危害の防止」の面から、許可にあたって設置場所や大

きさなどを規制しています。

○　許可には有効期間（最長3年）があります。一度許可を受け

た広告物でも、有効期間の経過後に引き続き設置するために

は、更新許可の手続が必要です。有効期間が切れた屋外広告物

は、違反広告物として除却命令の対象になりますのでご注意く

ださい。
　
　　　　　潮来市 都市建設課　TEL 63-1111 内線347

　　　　　平成22年1月10日（日）開会　午前10時30分
　　　　　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。

　　　　　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　緊急の少子化対策（平成21年10月1日から平成23年3月31

日までの暫定措置）として、出産育児一時金が以下のよう

に改正されます。

10月1日以降に出産される方から、4万円増額され42万円

（産科医療保障制度に加入している病院等で分娩した場合）

になります。

10月1日以降に出産される方から、産育児一時金の医療機関

等への直接支払制度が導入されます。

　原則として、出産する医療機関等に出産育児一時金が直接

支払われる仕組みに変わり、この制度を利用すると、分娩し

た方は42万円を超えた金額のみを医療機関へ支払うことにな

り、今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事

前に用意しなくても良くなります。

　この制度を利用するには、出産する医療機関と書面による

手続きを行うようになりますので、出産する医療機関で手続

きをお願いします。

　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ　
　　　　　TEL 63-1111  内線134

　今回の物件は、個人の方がお持ちの4物件です。ホ
ームページ上では位置図と写真等も掲載しています。
＜物件No.＞①所在地②地目③公募面積(㎡)④売却・賃貸の

別⑤価格(万円)

＜D-001＞　①日の出5-10-19外1筆②雑種地③281

　　　　　 ④どちらでもよい⑤売却：510、賃貸：協議

＜D-002＞　①曲松2743-2外4筆②畑及び田③792

　　　　　 ④賃貸⑤協議

＜D-003＞　①大塚野2-2-5②宅地③164

　　　　　 ④どちらでもよい⑤協議

＜D-004＞　①日の出5-4-18(他に共有名義道路権利含む。)②畑③136

　　　　　 ④どちらでもよい⑤売却：250、賃貸：協議

この他の物件、情報バンク制度の概要については
ホームページをご覧ください。

「潮来市空き家・空き地情報バンク」
URL:http://www.city.itako.lg.jp/joho_bank/
　　　　　潮来市　企業誘致推進室
　　　　　TEL 63-1111 内線218　FAX 80-1100
　　　　　E-mail:uchi@city.itako.lg.jp

　　　　　水郷まちかどギャラリー(NPO法人 水美研）
　　　　　TEL 63-3113

　　　　　12月5日（土）午後2時～4時（受付 午後1時15分）
　　　　　小美玉市小川文化センター
　　　　　航空中央音楽隊　　　　　　無料
　　　　　　往復ハガキ又は基地ホームページから応
募してください。（11月20日消印有効）
※応募者多数の場合は抽選。往復ハガキで応募される
場合は、代表者の住所、氏名、電話番号、また、応募者
全員の氏名と年齢を記入。1枚で4名まで申込可能です。
　　　　　航空自衛隊百里基地・百里基地周辺市町協力会

　〒311-3494　小美玉市百里170
　航空自衛隊第7航空団広報班音楽祭　係
　TEL 0299-52-1331　内線2587

試験会場、2次試験の期日等、詳細については、下記までお

問い合わせください。

　小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）
　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　TEL 0299-52-1366
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主　催

出　演 費　用

市内医療機関

持参するもの

応募方法

屋外広告物（看板）は許可が必要です
～まちの良好な景観のために～

相　　　　　　　　談

　 イ ベ ン ト ・ 催 し 物 　

公費負担額

申込締切

申込期間

設置対象

対象地域

補助対象

補助金額

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

日　時

問合せ・応募先

社会保険労務士による「ねんきん定期便等」相談会

いばらき就職支援センター出張無料相談

行政書士　法律無料相談会

国保から出産育児一時金に関するお知らせ

水郷潮来直販委員会からお知らせ

接種料金の一部を公費負担します
高齢者対象季節性インフルエンザ予防接種

１０月１日は浄化槽の日
浄化槽の設置と補助金制度のお知らせ

実施期間

平成22年「新成人のつどい」を開催します。

対象者

茨城県水郷県民の森からのお知らせ
～グラウンドゴルフの実施について～

水郷まちかどギャラリーからのお知らせ

百里基地音楽祭開催のお知らせ

自衛官募集のお知らせ

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

お　　知　　ら　　せ

「潮来市空き家・空き地情報バンク」
掲載物件のご紹介(その３)

←潮来市ホームページトップページの
　右側にバナーがございます。

受験種目 防衛医科大学校

応募資格

防衛大学校

1次：10月 31日（土）及び11月 1日（日）

平成 22年 4 月 1 日 現在、18 歳以上 21 歳未満の者

10 月 2 日（金）まで（締切日必着）

1次：11月 7日（土）及び8日（日）試験期日

受付締切

1 次：筆記試験　2次：口述試験、小論文試験及び身体検査試験内容

受験種目

応募資格

自衛隊看護学生

平成 22年 4 月 1 日 現在、18 歳以上 24 歳未満の者

10 月 2 日（金）まで（締切日必着）

1次：10 月 24 日（土）試験期日

受付締切

1 次：筆記試験　2次：口述試験、身体検査試験内容

第16回もなみ会展　

　　　　　　　　　9月30日（水）～10月4日（日）
　　　午前10時～午後6時（最終日は午後4時まで）

小沢　一廣　水彩画展　

　　　　　　　　　10月10日（土）～18日（日）
　　　午前10時～午後6時（最終日は午後4時まで）
　　　13日（火）休館

島田　のどか　絵画展

      　　　　　　10月21日（水）～11月1日（日）
　　　午前10時～午後6時（最終日は午後3時まで）

新成人該当者

問合せ

展示期間

展示期間

展示期間

　潮来第二中学校3年生　平塚春佳さんの作品が、
茨城県の「秋の全国交通安全運動」スローガンに
なりました。

9月21日～9月30日は秋の全国交通安全運動実施期間です9月21日～9月30日は秋の全国交通安全運動実施期間です9月21日～9月30日は秋の全国交通安全運動実施期間です

「気をつけて！

　　あなたの帰りを　待つ家族」

「気をつけて！

　　あなたの帰りを　待つ家族」

「気をつけて！

　　あなたの帰りを　待つ家族」
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発　表　部　門

　 大正琴
【期　　日】11月13日(金) 10時～11時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】橋本 英雄　TEL.66-4300

　 フォークダンス
【期　　日】11月13日(金) 11時～11時30分

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】酒井 要子　TEL.62-4321

　 吟詠剣詩舞
【期　　日】11月13日(金) 11時30分～13時30分

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】橋本 浩子　TEL.63-2726

　 ギターアンサンブル
【期　　日】11月13日(金) 13時30分～14時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】平松 和司　TEL.63-1533

　 邦　舞
【期　　日】11月13日(金) 14時～16時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】香取 トキ子　TEL.63-1008

　 カラオケ
【期　　日】11月14日(土) 9時30分～12時30分

　　　　　　14時15分～15時15分　16時～18時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】浜中　光治　TEL.66-6260

　 手　品
【期　　日】11月14日(土) 12時30分～13時15分

　　　　　　　　　　　　 15時15分～16時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】坂井　勝　TEL.64-2081

　 フラダンス
【期　　日】11月14日(土) 13時15分～13時45分

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】志村 乃婦　TEL.64-6587

　 コーラス
【期　　日】11月14日(土) 13時45分～14時15分

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】長尾 奈津子　TEL.66-1445

　 民謡民舞
【期　　日】11月15日(日) 9時30分～12時

　　　　　　12時45分～13時45分、14時30分～17時

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】草野 常雄　TEL.66-2156

　 邦　楽
【期　　日】11月15日(日) 12時～12時45分

　　　　　　　　　　　　 13時45分～14時30分

【会　　場】潮来公民館大ホール

【申 込 先】仲澤 永勧　TEL.63-0292

展　示　部　門
午前９時～午後４時３０分

（最終日は午後３時まで）

　 美術展
【内　　容】絵画・書道・写真・水墨画

【出品の大きさ】

　　絵　画…80号以内6号までのもので額面とし

枠縁をつける等出品者において適

当に装飾整備する。

　　　　　　(油彩・水彩・日本画・パステル)

　　書　道…①半切は縦のみ

　　　　　　②半切二分の一は縦・横自由

　　　　　　③全紙二分の一（仕上り90cm×90cm

以内）以上を軸装又は額装とする。

釈文を添付する。

　　写　真…四つ切り以上で全紙まで（白黒・

カラー共）で額入り又はパネル張

りとする。

　　水墨画…10号位までで額入りとする。（掛け

軸も可）

【会　　場】中央公民館体育室

【各申込先】絵　画：草野 好夫　TEL.63-3113

　　　　　　　　　　（水郷まちかどギャラリー）

　　　　　　書　道：荻 敏夫　　TEL.66-2544

　　　　　　写　真：山谷 忠男　TEL.62-3191

　　　　　　水墨画：深谷 文子　TEL.63-2677

　 絵手紙展
【内　　容】絵手紙

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】小久保 荘一　TEL.66-0005

　 華道展
【内　　容】立華・生花・投入れ・自由花・その他

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】立野 滿喜子　TEL.66-3308

　 盆栽展
【内　　容】盆栽・おもと・山野草など盆作り物

【会　　場】中央公民館大ホール

【申 込 先】石津 和男　TEL.63-0581

　 野鳥の会活動報告展
【会　　場】中央公民館体育室

　 水郷民俗研究会資料展
【会　　場】中央公民館体育室

　 文芸展
【内　　容】俳句、短歌、俚謡、詩などの自由

作品を短冊、色紙、仮巻にしたた

めて出品する。

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】小片 忠　TEL.62-4355

　 着装展
【会　　場】中央公民館和室

【申 込 先】山田 敎子　TEL.63-3168

　 陶芸展
【内　　容】陶器

【会　　場】中央公民館工作室

【申 込 先】横瀬　稔　TEL.63-0112

　 手工芸展
【内　　容】パッチワーク・組ひも・籐工芸

　　　　　　藍染・押花・編物・洋裁・和裁

　　　　　　デコパージュ等の手工芸作品

【会　　場】水郷まちかどギャラリー１階

【申 込 先】大川 良子　TEL.63-1721

　 郷土史研究会写真パネル展
【内　　容】潮来市内の寺社仏閣写真パネル展

【会　　場】水郷まちかどギャラリー２階

　 茨城県指定文化財特別公開・民俗資料展
【会　　場】旧所家住宅（日の出４丁目）

　 ごみ減量化分別パネル展
【会　　場】中央公民館本館ロビー

　 潮来教育部会児童生徒作品展
【内　　容】絵画・書道

【出　　品】潮来市立小中学校児童生徒(代表)

【出品の大きさ】絵画…60cm×45cm以内

　　　　　　　　書道…半紙（小学校1、2年生

は硬筆）

【会　　場】中央公民館体育室

　 保育園(所)・幼稚園作品展
【内　　容】絵画・工作

【出品資格】潮来市内の保育園(所)・幼稚園児

【出品の大きさ】担任の先生に一任いたします。

【会　　場】中央公民館体育室

　 身障者作品展・即売会
【内　　容】絵画・書道・写真・ちぎり絵・花販売

【出品資格】潮来市内在住者、市内在勤者で

　　　　　　身体障害者手帳を所持している方

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】潮来市社会福祉協議会

　　　　　　TEL.63-1296

　 ワークス作品展・即売会
【内　　容】心身障害者福祉ワークス作品展・

　　　　　　即売会

【会　　場】中央公民館体育室

　 高齢者作品展
【内　　容】書道・手芸・工作・絵画・絵手紙

【出品資格】鹿行潮来荘・あやめ荘・福楽園

　　　　　　デイサービスセンター白鳥

　　　　　　いたこの郷の利用者

【会　　場】中央公民館体育室

　 ボタニカルアート展
【内　　容】植物画

【出品資格】市内在住の愛好者

【会　　場】中央公民館体育室

【申 込 先】山﨑 恭子　TEL.66-6373

　 消費生活展
【会　　場】中央公民館体育室

　 延方生活学校展
【会　　場】中央公民館体育室

　 人権啓発展
【会　　場】中央公民館体育室

　 ピコット作品展
【会　　場】中央公民館体育室

　 ふれあい潮来作品展
【会　　場】中央公民館体育室

　 写仏作品展
【会　　場】中央公民館体育室

　 潮来高校家政科作品展
【会　　場】中央公民館ロビー

　 つるし飾りの会作品展
【会　　場】中央公民館ロビー

活　動　部　門

　 茶　道
【内　　容】呈茶

【会　　場】中央公民館談話室

　 将　棋
【期　　日】11月15日(日)　9時～17時

【会　　場】津知公民館 和室

【試合方法】Ａ級、Ｂ級に分けて実施

【参 加 費】一般2,000円(女子・学生 1,000円)

【申 込 先】出津 稔　TEL.62-3730

　 囲　碁
【期　　日】11月15日(日)　9時～15時

【会　　場】延方公民館 和室

【参 加 費】1,000円（弁当代等）

【申 込 先】小沼 正司　TEL.66-4467

　 家庭排水浄化推進協議会
【内　　容】粉せっけん（みずすまし）

　　　　　　ＥＭボカシ

　　　　　　母親シャボン製品の販売

【会　　場】中央公民館屋外テント

　 福祉バザー(れいめい)
【会　　場】中央公民館屋外テント

　 カレンクラブバザー
　　(潮来教会女性会)
【会　　場】中央公民館屋外テント

　 鹿島育成園バザー
【会　　場】中央公民館屋外テント

　 ピコットバザー
【会　　場】中央公民館屋外テント

　申込受付をされた後、下記の期日で作品を搬

入・搬出してください。貴重な作品ですので、

事前預り等はできません。期限を厳守してくだ

さい。

　各自で搬入・搬出願います。

　よろしくご協力お願いいたします。

準備日…11月12日（木）午前 9時30分～正午

搬入日…11月12日（木）午後 1時～ 3時

搬出日…11月15日（日）午後 3時～ 5時

文化祭出品申込期限は

１０月２２日（木）です。１０月２２日（木）です。１０月２２日（木）です。

【文化祭に関するお問合せ】

潮来市文化祭事務局　潮来市教育委員会

潮来市立中央公民館　℡.66-0660 内線280

第３３回 潮来市民文化祭 募集要項第３３回 潮来市民文化祭 募集要項第３３回 潮来市民文化祭 募集要項 11月13日(金)・14日(土)・15日(日)期 日

会　　場　中央公民館・潮来公民館・水郷まちかどギャラリー
　　　　　津知公民館・延方公民館・旧所家住宅
主　　催　潮来市文化協会
参加資格　潮来市文化協会の会員及び市内在住の愛好団体並びに愛好者

各部門の【申込先】まで、お早めにお申

込ください。なお、展示場所・タイムス

ケジュール等により受け付けできない

部門がございます。ご了承願います。

※期日の記載のない展示等は、11月13日（金）～

15日（日）の3日間実施されます。


