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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13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

　　　　　　11月8日（日）午前8時30分～10時30分

　　　　　　　　　

　災害対策本部『日の出小学校グラウンド』

〔日の出地区〕日の出小学校及び各区集会所等

　　　　　　　避難訓練、安否確認訓練、消火訓練、救助訓練、他

〔その他の地区〕各区集会所等

　　　　　　　避難訓練、安否確認訓練、伝達訓練、他

＊午前8時30分に防災無線放送により訓練開始をお知らせします。市

民の方は各区集会所等（第1次避難所）に徒歩で参集し、区長さんの

指示により訓練を行います。多くの皆様の参加をお願いします。

　　　　　　潮来市 総務課 TEL 63-1111　内線　232

　　　　　　11月1日（日）～11月15日（日）

　　　　　　午前9時～午後4時　（審査会11/5・表彰式11/13）

　　　　　　市営あやめ駐車（ショッピングセンターアイモア横）

　　　　　　潮来市菊の会連合会・潮来市

　　　　　　水郷潮来観光協会・潮来市商工会

　※　期間中、菊の販売を一部しております。 

　　　　　　潮来市　観光商工課　TEL 63-1111　内線241

潮来市の郷土料理「うなぎのちらし寿司」を作ってみよう！

　　　　　　11月6日（金）　午前10時～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター（潮来市島須777）

　　　　　　潮来市在住の方　20名程度　

　　　　　　うなぎのちらし寿司他

　　　　　　米100g・エプロン・三角巾（バンダナ等で可）　

　　　　　　筆記用具

　　　　　　　10月30日（金）参加費は無料

　　　　　　潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　

　　潮来市 かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240　　

　親子で楽しむ子守唄コンサートや朗読劇、子育てに関す

るトークショー、お楽しみイベントなどを行います。

【入場無料・要事前申込み・託児あり】

　　　　　　11月15日（日）午後1時～

　　　　　　水戸市民会館

　　　　　　　ＦＡＸ、ハガキ、Ｅメールのいずれかで、　

　　　　　　　お申し込みください。

　　　　　　　11月6日（金）必着　定員に達し次第締め　

　　　　　　　切らせていただきます。

※駐車場の台数に限りがありますので、公共交通機関での

ご来場をお勧めします。

　茨城県 子ども家庭課

　TEL 029-301-3261　FAX 029-301-3269

相談無料・秘密厳守です

　心の不安や悩み、不眠、アルコール依存、高齢者の認知

症等について専門医が相談に応じます。

　　　　　　11月9日（月）午後1時30分～2時30分

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　電話又は下記窓口でご予約ください。

　潮来市 かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

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。

　　　　　　毎月1回　午後１時から午後4時まで　

　　　　　　一人30分程度

　　　法律相談 　　　心配ごと相談

　　11月17日（火） 　11月4日（水）

　　12月16日（水） 　12月2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。

　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）

　　　　　　　　　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。

　　　　　　社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会　

　　　　　　TEL 63-1296

いばらき就職支援センターでは，求人・求職の出張相談を

実施いたします。ぜひ、お越しください。  

　　　　　　毎週水曜日 午前10時～午後3時

　　　　　（昼休み：12時～午後1時を除く） 

　　　　　　潮来市立津知公民館   　 　

　　　　　　　一般的な就職相談・職業紹介・求人情報閲覧・

　　　　　　　キャリアカウンセリング・職業適性診断

※事前のご予約も受け付けています。

　　　　　　鹿行地区就職支援センター 

　　　　　　TEL 0291-34-2061・0291-33-5267  

　　　　　　11月14日(土)午前10時～午後4時30分

　　　　　　11月21日(土)午前10時30分～午後4時30分

　　　　　　茨城県女性プラザ男女共同参画支援室

　　　　　　（水戸市三の丸1-7-41）

　＊お車の方は、県三の丸庁舎駐車場利用(無料)

　　　　　　創業の動向と心構え、創業に必要な諸手続き

　　　　　　創業成功のポイント～事業計画書・マーケティ

　　　　　　ング～、創業チャレンジ相談会、創業体験談、

　　　　　　創業に必要な会計知識　ほか

　　　　　　　40名（先着順受付）参加費は無料

　

　茨城県 女性青少年課 女性プラザ男女共同参画支援室　

  TEL 029-233-3982　(担当：高嶋)

 

　11月の展示内容は次のとおりです。

入場は無料ですので、皆さんでお越しください。

　　　　　　水郷まちかどギャラリー（NPO法人　水美研）

　　　　　　TEL／FAX 63-3113      月曜日休館　

水郷まちかどギャラリーからのお知らせ

日本習字支部開設三十周年記念作品展　

　11/ 3(火)～11/ 8(日)
中村習字教室【書道】初日は午後3時～最終日は4時まで

第３３回 潮来市民文化祭　【手工芸　郷土史研究会】　

　11/13(金)～11/15(日)　
　午前10時～午後6時　最終日は午後3時まで

第８回なめがた写真研究会展

　11/17(火)～11/22(日)
　【写真】午前10時～午後6時　最終日は4時まで

ＧＧＧ（ジースリー）展　～絵画・写真・彫刻～

　11/25(水)～11/29(日)
【絵画写真彫刻】午前10時～午後6時　最終日は4時まで
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こころの健康相談

潮来市防災訓練を実施します

第４２回 潮来市 菊花展示会 開催

女性のための創業支援セミナー開催！

　子育て（親子のきずな）フォーラム開催

就職に関する出張相談のお知らせ

法律相談・心配ごと相談のお知らせ
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潮来市の郷土料理「うなぎのちらし寿司」を作ってみよう！
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◎潮来幼稚園(潮来266-1)《保育年数：3年》

　　　　　　℡.62-2437

　　　　　　3歳児：15名　4歳児：10名

　　　　　　5歳児：10名

　　　　　　午前8時30分～午後2時 延長 午後6時まで

　　　　　　11月4日(水)～12月4日(金)

　　　　　40,000円

　　　　　月額17,000円（設備費・教材費含む）

　　　　　絵本代・給食費等は実費

◎慈母幼稚園(日の出4-7)《保育年数：3年》

　　　　　　℡.66-0624

　　　　　　3歳児：20名　4歳児：20名

　　　　　　5歳児：20名

　　　　　　午前8時30分～午後3時30分

　　　　　　(早朝 午前7時20分から、延長 午後6時30分まで)

　　　　　　11月2日(月）～11月12日(木)

　　　　　45,000円

　　　　　月額20,000円（教材費・おやつ代含む）

　　　　　施設費・バス代・給食費等実費

◎小羊幼稚園(須賀南135)《保育年数：3年》

　　　　　　℡.80-1333

　　　　　　3歳児：5名、4歳児：若千名

　　　　　　5歳児：若千名

　　　　　　午前8時～午後4時

　　　　　　(早朝 午前7時から、延長 午後7時まで）

　　　　　　11月2日(月)～11月30日(月)

　　　　　　土曜日は、午前中のみ

　　　　　35,000円

　　　　　月額16,000円（教材費含む）

　　　　　施設費・給食費等は実費

※私立幼稚園については、所得に応じて市より就園奨

　励費(補助金)が交付されます。

※入園について、詳細は各幼稚園にお問合せください。 

　このたび、図書館サービスの提供と会員相互の親睦

を図ることを目的として、「潮来市立図書館友の会」

が発足しました。

　現在、おはなし会をはじめ、図書館イベントのサ

ポート・図書資料の配架・装備・館庭や花壇の整備等

のボランティア活動を実施しています。（入会費は個

人会員が年額1,000円、賛助会員は一口2,000円となり

ます。）詳しくは、下記までお問い合せください。

　ボランティアとして熱意をもって活動していただけ

る方の参加をお待ちしております。

　　　　　　10月25日（日）～11月22日（日）

　　　　　潮来市立図書館 TEL 80-3311　　　　　　

　　　　　中央公民館　TEL 66-0660　

＊問い合わせは、どちらも午前10時～午後5時まで

　　　　　11月8日（日）午前6時発（小雨決行）

　　　　　　潮来市役所　午前5時45分

　　　　　神奈川県鎌倉市

　　　　　　40名（先着順）

　　　　　一般（大人）6,000円（子供）5,000円

　　　　　会員（大人）5,000円（子供）4,000円

　いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ

　TEL 64-5886

　土曜日　午後1時～4時

　日曜日　午前9時～午後4時

          平成22年1月10日（日）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日生の方です。

＊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

平成２２年「新成人のつどい」を開催します
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平成22年度私立幼稚園 園児募集　私立幼稚園 園児募集　

　　鎌倉江ノ電ウォーキング参加者募集！

自衛官募集のお知らせ
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『潮来市立図書館友の会』会員募集！
～「友の会」に入会して、楽しいボランティア活動をしてみませんか～

募　　　　　　　　　集

平成２２年度 保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集保育所(園) 園児募集

■入園料等

※他に教材費等がかかります。
※平成21年度に納入する市民税の課税額によって、
保育料減免の措置があります。

■預かり保育

①預かり保育とは
　降園後、家庭で保育をする方がいない園児に対
して午後５時まで幼稚園で預かります。

②預かり保育料

③その他
　春・夏・冬季休業中は実施いたしません。なお、帰り
のバス及びタクシーはありません。各自で迎えをお願
いします。臨時保育（保育料日額200円）も行っています。

うしぼり幼稚園

延方幼稚園 小泉2090
６６－２５３３

2年保育
4歳児　35名
5歳児　14名

堀之内984-1
６４－５７６６

2年保育 4歳児　35名
5歳児　 6名

平成２２年度

市立幼稚園・保育所(園)入所園児募集に

ついてのお問合せ先

潮来市 社会福祉課 子育て支援室

℡.63-1111　内線385・386

　　 施設名　　　　 住所・電話　　定員　 募集見込　 受入年齢

市立潮来保育所
　　潮来471　　　　  

90 36 １歳～５歳
　　　　　　　　　６２－３４３８　　

私立スサキ保育園
　洲崎3861-3　　　 

90 45 ３ヶ月～
　　　　　　　　　６６－３５８４

私立白帆保育園
　　大生1106-4　　　 

60 15 産休明～
　　　　　　　　　６７－５６２０

私立日の出保育園
　日の出7-15-18　 

90 25 ６ヵ月～
　　　　　　　　　６６－１１３３

私立牛堀保育園
　　上戸1899　　　　 

70 15 産休明～
　　　　　　　　　６４－２３３７

私立かすみ保育園
　永山742-1　　　  

60 20 産休明～
　　　　　　　　　６４－５０８２

私立認定こども園

慈母学園　慈母保育園
日の出4-7
６６－０６２４

              
　　須賀南135 

80 20 産休明～
　　　　　　  　　８０－１３３３

私立認定こども園

こひつじ園　小羊保育園

■入園資格
　潮来市内に在住する４・５歳児
　４歳児(平成17年4月2日～平成18年4月1日生)
　５歳児(平成16年4月2日～平成17年4月1日生)

■申込について
①申込書配布場所　
　社会福祉課(福祉事務所内)、各幼稚園
②申込書提出場所
　入園を希望される幼稚園へ直接提出してください。
③申込期間
　11月4日(水)～11月17日(火)
　午前9時～午後4時(8ă9ă13日は除く)
④その他　　　　
　入園申込者が各幼稚園の募集定員を超えた時は、
11月25日(水)に各幼稚園にて抽選を行います。(抽
選を行う場合は後日通知します)

■送迎について
　延方幼稚園はバス、うしぼり幼稚園はタクシーを利
用します。送迎地区は幼稚園によって異なりますの
で、お問い合せください。

■入所（園）基準 
　保護者や同居している家族が、次のいずれかに該
当し、お子さんの保育ができない場合。
●会社など勤めに出ている方
●自営業をしている方　　
●出産前後の方
●病気やけが等により療養中の方
●長期にわたり疾病の状態にある同居の家族を常
　時介護している方
■申込について
①申込書配布場所
　社会福祉課 (福祉事務所内 )、各保育所 (園 )
②申込書提出場所
　上記の配布場所と同じ。( 慈母保育園及び小羊保育
園については、直接各保育園にお申込みください。)
③申込期間
　11月24日(火)～12月 4日(金)
　※先着順ではありません。
　(慈母保育園・小羊保育園は、11月2日(月)から受付)
④提出書類
　保育所入所申込書、両親の就労証明書 (自営の方
は営業されていることのわかる資料)、母子手帳(出
産の場合 )、医師の診断書等
■保育料
　保育料については、お子さんの年齢と保護者の前
年分所得税 ( 所得税が非課税の場合は前年度分市
民税 )の両親合計額に基づき決定します。

午後2時～3時　午後2時～4時　午後2時～5時

  600円／月 　  1,200円／月   1,800円／月

※市立大洲保育所は老朽化により平成22年3月31日で廃園にな
り　ます。
※募集人数については、一部事情により変更することがありま
　す。

陸上自衛隊　高等工科学校生徒

平成 22 年 4 月 1 日現在、15 歳以上 17 歳未満の男子で、中学校卒業者又は中等教育学校の前期
課程修了者（平成 22 年 3 月に中学校卒業又は中等教育学校の前期課程修了見込みの者を含む。）

11 月 1 日（日）～平成 22 年 1 月 8 日（金）まで（締切日必着）

1 次：平成 22 年 1 月 23 日（土）
2 次：平成 22 年 2 月 6 日（土）～ 9日（火）までの間の指定する 1日

1 次：受付時又は受験票交付時にお知らせします。
2 次：第 1次試験合格通知でお知らせします。

1 次：筆記試験、作文
2 次：口述試験及び身体検査

受験種目

応募資格

受付期間

試験期間

試 験 場

そ の 他

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　茨城県小美玉市百里 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

 20 15 8ヶ月～2歳


