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談

行政相談を実施します
～めざそう 住みよい まちづくり 行政相談～
毎日の暮らしの中で、役所等の仕事についてお困り
のことがありましたら、お気軽にご相談ください。
相談は無料・秘密厳守です。
日 時 2月17日（水） 午後1時～3時
場

所

津知公民館（学習室２）
行政相談委員

木内

洋子さん

牛堀公民館（相談室）
行政相談委員

明間

潮来市

秘書政策課

TEL 63-1111

内線 205

2月20日(土)～2月28日(日)
『 休日・夜間 納税相談 』 を実施します。
休日・夜間の納税相談を実施します。納税にかかわ
る相談のほか、市税等の納付も出来ますので、是非ご
利用ください。
実施日
開庁時間
会場
2月20・21・27 午前9時
潮来市役所
休日納税相談
・28日(土・日) ～ 午後4時
１階
2月22日(月)
午後5時30分
夜間納税相談
～ 26日(金) ～ 7時30分 収税課 窓口
問合せ

潮来市

収税課

TEL 63-1111

内線

127～130

児童扶養手当を受給している
お母さんへの就労相談
就職および生活に悩む母子家庭を支援するための相
談窓口です。
※求人情報の提供や様々な問題解決に向けて支援しま
すので、お気軽にご相談ください。

日

時

期

場

所

内

容

対

象

間

2月11日（木）～21日（日）
交換場所 ①潮来・辻・延方・大塚野 地区
及び業者
担当業者 浪逆工業(株)
②大塚野・上戸・牛堀・島須 地区
担当業者 (有)鹿行設備
対 象 8年以上経過したメーター器
お願い 不在の場合でも交換作業を行わせていただ
きますので、ご了承願います。
問合せ

潮来市

下水道課

TEL 63－1111

輸血用の血液がたいへん不足しております。皆さま
のご協力をお願いします。
日 時 2月18日（木）午前10時～午後3時30分まで
場 所 ショッピングプラザ ララルー 正面玄関前
問合せ 潮来市 かすみ保健福祉センター TEL 64-5240

2月27日(土) 午後2時～
鹿島の里訪問看護ステーション
(鹿島病院東側)
①膝の痛みのケア：リハビリの専門家によ
る講話と体操指導
②シルバーリハビリ体操：座ってできる体操
定 員 先着20名
概ね65歳以上の方

問合せ・申し込み

鹿島病院 地域リハ・ステーション委員会
担当 田中・生長
TEL 0299-82-9552

内線 330・333

献 血 の お 願 い

おひなさまを見に来てね！
日

時

場

所

内

容

2月20日(土)～3月7日(日)までの毎週土・日
と3月3日(水) 午前10時～午後3時
旧所家住宅（潮音寺ひょうたん池となり）
ひな飾りやつるし飾り、昔の花嫁衣装、活け
花、潮来等の民話などをお楽しみいただけ
ます。3月3日は甘酒提供。
潮来市立中央公民館 TEL 66-0660

問合せ

水道課事務室が移転します
水道課が、3月1日（月）から市役所第1分庁舎1階へ移
転します。休日･夜間の漏水等の受付に関しては、従来
どおり田の森浄水場（TEL 67-5743）へお願いします。
問合せ 潮来市 水道課 TEL 63-1111

平成22年度小・中学校就学援助制度のお知らせ

中央公民館 パソコン講座
内

容

受講料
持ち物

イ

ベ

ン

ト

・

教

室

な

ど

第8回牛堀公民館まつり
2月20日(土)～21日(日)
会 場 潮来市立牛堀公民館
作品展示発表会や模擬店、子どもの広場などでお楽
しみいただけます。
問合せ 潮来市立牛堀公民館 TEL 64-5230
時

エクセル2007入門
（エクセル2007の基本操作・データ入力・表とグラフ作成）
募集人数 10人
500円
エクセル2007のソフトが入っているノート
パソコン・昼食
※

就学援助制度とは？

経済的理由により、就学が困難と認められる小中学
校の児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行うこ
とにより、お子さまが安心して義務教育を受けること
ができるように援助を行う制度です。
対 象 潮来市内に住所を有し、市立小中学校に及び
区域外就学で他の市町村立小中学校に就学さ
せている児童及び生徒の保護者で、認定基準
（所得基準等）に該当する方
内 容 給食費・学用品費・校外活動費
・修学旅行費・医療費など。
申請窓口は、通学されている学校です。
詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
問合せ 潮来市 教育委員会 学校教育課
TEL 63-1111 内線364

日

0291-33-6264

～膝の痛みでお困りの方、予防したい方へ～

せ

下水道メーター器（自家水用）交換作業について

問合せ

茨城県鹿行県民センター
県民福祉課地域福祉グループ TEL
毎週 月曜～金曜
午前9時～午後5時（祝日を除く）

ら

膝の痛みの予防についての勉強会

愛子さん

問合せ

知

必ずエクセル2007がインストールされている
ノートパソコンを持参ください。

2月28日（日）午前9時～午後3時（休憩1時間）
市内在住または在勤で、パソコンの文字
入力の出来る一般成人の方
申込締切
2月20日（土）必着
＊往復はがきに①講座名②郵便番号③住所
申込方法
④氏名（ふりがな）⑤年齢⑥電話番号を記
入のうえ下記まで。又、直接中央公民館窓
口で申込む際には、備え付けの申込用紙と
返信用の通常はがき（申込者の住所・氏名
を記入）を併せてお申し込みください。
＊OSとエクセルのバージョンを必ず記入してください。
日

時

応募資格

問合せ・申し込み

〒311－2423 潮来市日の出3-11
潮来市立中央公民館 TEL 66-0660（午前9時～午後5時）

第21回 鹿島吹奏楽団定期演奏会
日

時

場

所

内

容

2月28日（日） 午後1時開場 2時開演
神栖市文化センター 大ホール（入場無料）
第1部 吹奏楽作品集 ｵｰｳﾞｧｰﾁｭｱ・5･ﾘﾝｸﾞｽ/ﾊｲﾗﾝﾄﾞ讃歌組曲 他
第2部 華麗なるショウの世界 ｵﾍﾟﾗ座の怪人 他

問合せ

鹿島吹奏楽団 団長 一戸利行 TEL 090-4453-9149

第8回 チャリティロングランコンペ
参加費の一部がチャリティ基金として「潮来市社会
福祉協議会」へ寄付されるほか、ロングランコンペに
参加頂き、入賞者へ豪華賞品をご用意しております。
皆様の善意のご協力を、心よりお待ちしております。
開催期間
2月15日（月）～2月28日（日）
会 場 潮来カントリー倶楽部
参加費 ＜平 日＞ キャディ付
12,000円
カートセルフ 10,320円
＜土 日＞ キャディ付
17,000円
カートセルフ 15,320円
※4バック時のプレー代諸費用を含むほか、昼食付・
チャリティ費・コンペ参加費を含みます。
競技方法
18ホールストロークプレー、新ぺリア方
式、ＷパーカットＨＤ、ハンデ無制限
成績発表
期間終了後に館内掲示の他、入賞者には
ご案内を致します。
主 催 潮来市社会福祉協議会 後 援 潮来カントリー倶楽部
問合せ・ご予約

潮来カントリー倶楽部

TEL 67-5051

子どもの救急ってどんなとき？
3月7日（日）午後1時30分～3時30分
受付 午後1時～
場 所 かすみ保健福祉センター 大ホール
講 師 神栖済生会病院 小児科
小児救急看護認定看護師 高松薫氏
内 容 ～急な症状の家庭での対処法と医療機関受診のポイント～
急な症状への対処法の講義及び誤飲やけい
れん時の対処法などの実技
申込締切 2月26日（金）
＊希望者には託児を行います。申し込み時にお子様の
年齢（生年月日）をお知らせください。
日

時

問合せ・申し込み

潮来市

かすみ保健福祉センター

TEL 64-5240

「伝統文化 親子香道教室」潮来教室
2月28日（日）午後1時～3時
参加費
潮音寺 まほろば道場
無料
募集対象 小学校4年生から高校生の子どもとその
保護者 20組（40名）
申込締切 2月20日（土）必着
日

時

会

場

応募方法

往復はがき、または電子メール（携帯可）で、①開催地(潮来)、②子
供の氏名と学年（小・中・高の別も）、③保護者の氏名と続柄、④郵便
番号・住所・電話番号をご記入のうえ下記までお送りください。
問合せ・申し込み

〒141-0022 品川区東五反田5-15-17 薬師寺東京寺務所内
財団法人 お香の会「伝統文化親子香道教室」係
TEL 03-3443-1620
メールアドレス oyako.koudou@gmail.com
(件名に「潮来教室」とご記入ください)

自然観察

2月20日(土) 午前10時～約2時間
水郷県民の森 ビジターセンター前集合
岩本 昌憲 氏(潮来野鳥の会副会長)
冬の県民の森を散策しながら、大膳池など
で渡り鳥の観測など
飲み物等

日 時
場 所
講

師

内

容

潮来市社会福祉協議会 非常勤契約職員募集

野鳥観察会

持ち物
問合せ・申し込み

水郷県民の森管理事務所 TEL 64-6420 FAX 64-2085

野外講座

現在、介護現場では深刻な人材不足で、潮来市も例
外ではありません。眠っている資格を活かし一緒に地
域福祉を担ってみませんか。
募集人員 5名程度
応募資格 介護福祉士、訪問介護員２級課程以上修
了者又は看護師・准看護師
勤務内容 ホームヘルプサービス等に関すること
勤務用件 実働時間については、面接時要相談。
（週1日、2時間程度でも可）（特に、土・
日・祝祭日が出来る方、尚可）

巣箱作り教室

2月21日(日) 午前10時～約2時間
水郷県民の森野外体験施設集合
岡崎 勝美 氏 定員20名
持ち物 飲み物等
巣箱作り

勤務時間
時 給
選考方法
提出書類

水郷県民の森管理事務所 TEL 64-6420 FAX 64-2085

受付期間

日

時

場 所
講 師
内 容
問合せ・申し込み

募

集

潮来市水泳スポーツ少年団 団員募集
潮来市内の小・中学生
約20人（定員を超えた場合には、次年度
募集人数
に優先して入団できます。）
練 習 日
毎週日曜日 午前10時～正午（1時間×2部制）
夏休み期間は、午後5時～7時
上級者（3級以上）は毎週木曜日
午後6時45分～8時も実施
練習場所
潮来市立市民プール（前川1467）
年 会 費
10,000円（登録料、保険料込み。）
申込方法
中央公民館の申込み用紙に記入して、お
申し込みください。
申込締切
3月2日（火）午後5時まで
問合せ 潮来市水泳スポーツ少年団
指導部長 内田 66-3362
団長 髙倉 66-2881
※随時ボランティアコーチの募集も行っております。
対 象 者

潮来市ボートスポーツ少年団 団員募集
対 象 者
募集人数
練 習 日
練習場所
年 会 費
申込用紙
申込方法
申込締切

潮来市内小学生4～6年生の男女
約10名（随時見学・体験可）
毎週土曜日 午前9時30分～12時
ボートセンター「あめんぼ」(潮来6322)
8,000円（登録料・保険料込み）
中央公民館・図書館・あめんぼにあります
ボートセンター「あめんぼ」に用紙記入
後、練習日に申し込みしてください。
3月6日（土）

原則、午前8時30分～午後5時30分
1,150円～1,250円（当法人規程による）
（1）書類選考（2）面接 ※日程は後日連絡します。
（1）履歴書（写真貼付）
（2）資格を証明するもの
2月15日（月）～3月5日（金）午前9時～
午後5時（土・日を除く）（郵送の場合
は、3月5日消印有効）下記まで持参また
は、郵送してください。

平成22年度

嫁入り舟の花嫁さん 募集

費用負担
結果発表

5月22日(土)～6月27日(日)の土曜日･日曜日
土曜日 午前11時，午後1時，午後8時（宵の嫁入り）
日曜日 午前11時，午後1時
先着30組 ※ 募集組数になり次第締切
平成22年4月1日現在 満16歳以上の方
平成22年6月を基準に、前後1年以内に結婚、あるいは予定の方
各種取材やPRに対応できる方
本人、花婿、仲人役(男女１名づつ)の4人１組で応募のこと。
応募申込用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。
(応募申込用紙は、市役所に設置のほか、潮来市ホームページからダウンロードできます。)
支度代(着付代)のみ個人負担。その他費用はかかりません。
応募者本人あて直接通知します。平成22年３月中に決定予定。

注意事項

①実施日が荒天の場合は中止となる場合があります。

実施時期
実施時間
募集組数
応募資格

応募条件
応募方法

②ご希望される日時に添えない場合があります。
③着付は潮来市内の美容室でお願いします。
そ の 他

花嫁衣裳・美容室・仲人など詳細については、潮来市ホームページをご覧頂くか、下記までお問い合せください。

問合せ・申し込み

潮来市社会福祉協議会
〒311-2421 潮来市辻765番地
TEL 63-1296 （担当 前島・森内）

平成22年度
あやめ娘応募規定

◆潮来市自治基本条例策定委員を募集します◆
～みんなで「まちづくり」について考えてみませんか～
市では、市民と行政による協働のまちづくりを実
現・拡大するため、市民や行政がどのような役割を担
い、どのような方法で決めていくのかという「自治
（まち）」の基本ルールを定める「自治基本条例」の
策定に向けて、市民公募による策定委員を次のとおり
募集します。
募集人員
5名
応募資格
①市内に在住する20歳以上の方、(市職
員、市議会議員を除く。)
② 平日の昼間または夕方からの会議(月
１回程度)に出席できる方
以上をすべて満たす方
活動期間
平成22年3月～平成24年3月
応募用紙に必要事項を記入のうえ、市役
応募方法
所秘書政策課へ提出ください。
※応募方法等の詳細は、広報いたこ2月号及び市ホー
ムページに掲載していますのでご確認ください。
申込期限
平成22年3月1日(月)まで
※当日消印有効

連絡先

問合せ

潮来市ボートスポーツ少年団
小 高 66-3443（自宅） 090-4524-1259（携帯）
高清水 090-1667-8993

潮来市 秘書政策課
TEL 63-1111 内線207
FAX 80-1100
Eメール info@city.itako.lg.jp

広報いたこ情報版 2月14日発行 発行者 潮来市長

あやめ娘 募集
あなたの笑顔とおもてなしで潮来をもっと元気にしませんか

①年齢は満18歳以上（平成22年4月1日現在）
②国籍は問いません。本市が市内外で実施する観光PR活動等に参加可能な方
（4月以降の事前キャンペーン、あやめ祭り期間中の毎週土、日。全15回程度の活動内容）
③他のキャンペーンアシスタント等で活動中の方は兼ねることはできません。
募集人員 10名程度
応募方法 応募申込用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。
（応募申込用紙は市役所に設置のほか、潮来市ホームページからダウンロードできます。）
応募締切 3月1日（月）必着
選考方法 第1次選考 書類審査
第2次選考 面接審査
おもてなしコンテストについて
美しい身のこなし、惹きつける会話などをポイントにして、期
間を通して活動状況を審査いたします。この結果をもとに、
Princess iris、準Princess irisを決定いたします。選ばれた方
には副賞があります。
プリンセス

アイリス

首相官邸にて

あやめ娘の業務

①あやめ園内でのおもてなし
②園外での観光案内
③TV・ラジオへの出演
④各種キャンペーン
⑤撮影会モデル
手

当

日額10,000円
（各種手当等含む）

カシマサッカースタジアムにて

問合せ・申し込み

〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地 潮来市 観光商工課 「あやめ娘募集係」又は、「嫁入り舟の花嫁さん係」
℡ 63-1111（内）243～245 潮来市HP http://www.city.itako.lg.jp/
（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線209まで）

