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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成22年度 第2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

　5月1日(土)から土、日のみの開館となります。

　あやめ祭り期間中の5月22日(土)～6月27日(日)につ

きましては毎日開館し、5月中は写真展(神社仏閣)や

つるし飾りの展示も行っておりますので、ぜひご家族

そろってお越しください。

　　　　　潮来市　観光商工課　TEL 63-1111 内線241

　　　　　5月9日(日)　潮来市役所　午前6時出発

　　　　　碓氷峠アプトの遊歩道（群馬県安中市松井田町）

　　　　　　一般　大人6,500円　小学生以下5,500円

　　　　　　会員　大人5,500円　小学生以下4,500円
　※参加費には、トロッコ電車費・温泉入浴料・文化村入館料が含まれます。

　　　　　　40名

　　　　　

　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10時～午後4時

　　　　　　

　　　　　子どもとその保護者(先着5組)

　　　　　4月29日(木) 午前9時30分～11時

　　　　　古高弘法大使(潮来市古高)

　　　　　ビニール袋2～3枚(竹の子と山菜入れ)

　　　　　竹の子を掘る道具

　　　　　無料

　　　　　こども空LOVE代表　松﨑ちか　TEL 66-0125 

 

　これから茨城県内で農業を始める方や農業を始めて

間もない方を対象に、農業技術の基礎を体系的に学べ

る研修を行います。

　　　　　①営農支援研修(Aコース)　

　　　　　②定年帰農者等支援研修(水稲入門コース)

①野菜を中心とした本格的な農業経営を目

指す概ね45歳までの方

②農産物を販売し、収入を得ようとする概

ね65歳までの方

　　　　　①6月上旬～9月上旬

　　　　　　(原則、水曜日の夜間と土曜日の日中に開講)

　　　　　②6月中旬～10月中旬

　　　　　　(原則、平日の夜間と土曜日の日中に開講)

　　　　　①5月14日(金)　②5月21日(金)

　　～　共　通　～

　　　　　茨城県農業大学校(茨城町長岡4070-186)

　　　　　無料(ただしテキスト代等は受講者負担)

行方地域農業改良普及センターを経由して、

茨城県立農業大学校に申し込んでください。

申し込み多数の場合には選考の上、決定させ

ていただきます。

　茨城県立農業大学校　研修科　　TEL 029-292-0010

　行方地域農業改良普及センター　TEL 72-0256

　次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体

で応援するため、中学校3年生までの子どもを対象に支給

されます。（月額：一人当たり13,000円）

　中学2年生、3年生の児童がいる受給者や児童手当を受

給していなかった方は子ども手当の申請手続きが必要と

なりますので、4月下旬に送付される申請書で手続きをお

願いいたします。

　子ども手当に関する詳しい内容については、広報いた

こ5月号(5月13日発行)でお知らせいたします。

　潮来市　社会福祉課 TEL 63-1111　内線386

　あやめ・花菖蒲を街頭で販売をされる方は、登録を

お願いします。

　この登録は、販売店の販売場所やあやめ祭りの円滑

な運営に必要なものです。

5月10日(月)～5月14日(金)

・登録手数料3,000円 　・印鑑

・道路使用許可証(道路で販売される方)

　水郷潮来あやめ祭り実行委員会事務局

 （観光商工課内）TEL 63-1111　内線241

　大型医療機器の入れ替えに伴い、5月1日(土)から5月5

日(水)までの間、救急患者の受け入れができません。

ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　医療法人社団善仁会　小山記念病院

　　　　　鹿嶋市宮中4191　TEL 85-1132

　4月28日(水)をもちまして、「久保病院」は閉院とな

り、5月1日(土)「久保医院」として開院いたします。

　名称変更に伴い、診療所も潮来市牛堀650番から

牛堀821番1に移転となりますので、ご理解とご協力の

ほど、よろしくお願いします。

　　　　　　午前8時30分～11時30分

　　　　　　午後1時～4時30分

　　　　　久保病院　TEL 64-6116

募　　　　　　集

　飼い主の方は、愛犬と一緒にお近くの

会場へお越し下さい。

　飼い犬の登録は犬の生涯一度で済みま

す。犬にとっての戸籍であり、住民票で

もありますので、必ず登録してください。

　また、年１回の狂犬病予防注射をうけ

ることは法律で義務づけられています。

犬の死亡・住所変更・飼い主の変更が

あった場合は、市までご連絡ください。

【狂犬病予防注射
料金と持参するもの】　　　

●登録している犬

　①市からの通知(ハガキ)

　　※印を押してきてください。

　②料金　3,300円

　　(内訳：予防注射　　　　　2,950円、

　 　　　　注射済票交付手数料　350円)

●新しく犬を飼った場合

　①印鑑

　②料金　5,300円

　　(内訳：登録料　　　　　　2,000円

　　　　　 予防注射　　　　　2,950円

　 　　　　注射済票交付手数料　350円)

　潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線253

　前川の治水対策として進めてまいりました前川排水施設と、

その施設の一部を活用した噴水施設「　　　　　　　　　」が

完成し、いずれも本日完成披露式が行われます。

　会場では楽しいイベントも開催し、披露式終了後から噴水施

設を一般公開いたします。水郷潮来の新たな憩いの場・観光施

設としての第一歩を踏み出しますので、是非お越しください。

◇前川排水施設・噴水施設完成披露式

　　　　　　4月25日（日）

　　　　　　前川水門隣

　　10時～　　・噴水施設完成披露除幕並びにコイ・

　　　　　　　　ナマズ・モクズガニ放流

　　　　　　　・噴水披露

　　10時40分　・噴水名づけ親表彰

　　10時50分　・嫁入り舟披露

　　11時10分　・排水ポンプ稼動

　　　　　　　・噴水、排水施設説明会

　　11時30分　・市農業委員の皆さんによる餅の振るまい（先着300名）

　　正午～　　　噴水施設の一般公開、自由にお楽しみください！

　　　　　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111　内線207
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小山記念病院
救急患者の受け入れについて

いきいきITAKOスポーツクラブ
碓氷峠ハイキング参加者募集！！

本日（4／25）
噴水施設「　　　　　　　　　　」がオープン！

～愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに～
平成22年度犬の登録と狂犬病予防注射(集合注射)実施のお知らせ

自然体験をしよう！
～竹の子堀りとお茶葉・三つ葉摘み～

お　　知　　ら　　せ
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申し込み
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子ども手当制度が始まりました

あやめ販売店の登録のお願い

潮来市ふるさと館開館のお知らせ

｢いばらき営農塾｣受講者募集

診療所移転・名称変更のお知らせ

登録・問合せ

問合せ

開始 終了 時間 場　　所 地　　区

9:00 ～ 9:30 30分 須賀区集会所 曲松・須賀

9:45 ～ 10:00 15分 小泉公民館 小泉

10:15 ～ 11:00 45分 延方公民館 西区・新宮

11:15 ～ 12:00 45分 下田農村集落センター 下田・宮前・州崎

13:30 ～ 13:50 20分 東区集会所(浅間神社) 東区

14:10 ～ 14:25 15分 大洲公民館 大洲

14:40 ～ 15:00 20分 徳島田園都市センター 米島・徳島・福島・前川

9:00 ～ 9:20 20分 貝塚農村集落センター 貝塚・江寺・築地

9:35 ～ 10:20 45分 川尾区集会所 川尾

10:35 ～ 10:50 15分 古高農村集落センター 古高

11:05 ～ 11:25 20分 北浦ヶ丘自治会集会所 大山

9:00 ～ 10:30 90分 潮来市役所 将監・新町・後明・七軒丁・全域

10:45 ～ 11:45 60分 潮音寺(慈母観音)そば 日の出全域

13:30 ～ 14:30 60分 潮来市商工会(旧牛堀出張所) 牛堀一区・二区・全域

9:00 ～ 9:45 45分 大塚野会館 西丁・大塚野・十四番

10:00 ～ 10:35 35分 まちかどギャラリー駐車場 二～三丁目・下丁・上丁・浜丁

10:50 ～ 11:20 30分 四丁目会館 四～八丁目・あやめ丁

11:35 ～ 12:00 25分 日の出2丁目児童会館 日の出1～2丁目

13:30 ～ 14:00 30分 中央公民館 日の出3～5丁目

14:15 ～ 14:45 30分 日の出浪逆集会所(浄化センター) 日の出6～8丁目・十番

9:00 ～ 9:20 20分 清水田園都市センター 清水

9:35 ～ 10:05 30分 旧牛堀第二小学校 堀之内・茂木

10:20 ～ 10:40 20分 永山農村集落センター 永山

10:55 ～ 11:55 60分 旧八代小学校 横須賀・芝宿・宿・古宿・赤須・台上戸

13:20 ～ 14:00 40分 大生原公民館 釜谷・大生・大賀

14:15 ～ 14:45 30分 荒工集会所 水原1～2区

15:00 ～ 15:20 20分 横山会館 水原3区

狂 犬 病 予 防 注 射 日 程 表

わたしたちには
いくつかのハートが
かくされているよ。
何個あるかは
みんなが確かめてね！



■参加資格

　　潮来市に居住もしくは職場を有する者とし､その他については種目

毎に定める｡ 

■申し込み方法

　　団体種目：中央公民館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｡( 個人種目の参加料は大会当日支払う｡)

■申し込み先                                      

　　潮来市　中央公民館　生涯学習グループ                    　           

　　TEL ６６－０６６０　内線２７６・２７７

■申し込み締切

　　平成２２年５月１１日 (火 ) 午後５時まで　　　　　　　　　　

  ＊歩け歩け会は５月１９日 (水 )午後５時まで

■参 加 料

　　団体種目：１チーム ２，０００円　個人種目：１人 ２００円

　　（団体・個人ともに小･中学生は無料。テニス、歩け歩け会は別途徴収）

■屋外競技の態度決定

　　午前７時　潮来市立中央公民館にて　TEL ６６－０６６０

■期　　日／５月２３日(日)･５月３０日(日)

　　　　　　予備日６月６日(日)

　　　　　　(参加チーム数､グラウンドの都合により日程･

会場の変更があります｡)

■会　　場／日の出グラウンド 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｡

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡

　　　　　　(2)１チームの選手は９名以上とする｡

■試合方法／トーナメント戦とする｡

■競技規則／２０１０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／５月２３日(日)・５月３０日(日)

　　　　　　６月　６日(日)・予備日６月１３日(日)

■会　　場／かすみの郷公園 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｡

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡

　　　　　　(2)１チームの選手は２５名以内とする｡

　　　　　　(3)試合球は､新Ａ号とする｡

■試合方法／トーナメント戦とする｡

■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｡

　　　　　　但し､グラウンドルールについては､

           キャプテン会議の際に決定する｡

■期　　日／５月２３日(日)・予備日５月３０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｡

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡

　　　　　　(2)１チームの選手は２０名以内とする｡

            (3)試合球は､サッカーボール５号とする｡

　　　　　　　 (参加チーム持参のこと)

■試合方法／前半３０分､後半３０分のトーナメント戦｡

■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずる｡　

■期　　日／５月１５日(土)・予備日５月１６日(日)

■会　　場／津知小学校グラウンド

■チーム編成／小学生を対象とする

■諸 注 意／(1)引率指導者は１名以上つけること。

           (2)試合球は､サッカーボール４号とする。　　

　　　　　（参加チーム持参のこと）

■試合方法／前半１５分､後半１５分のトーナメント戦｡

■参 加 料／無料

■期　　日／５月２３日(日)

■会　　場／中央公民館 体育室　　日の出小学校 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､

学生･生徒は除く｡

　　　　　　但し､男子の部に女子を加えて編成してもさし

つかえない｡                

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡

　　　　　　(2)１チームの選手は１５名以内とする｡

　　　　　　(3)使用球は､一般男子･女子は５号､

          　　 ママさんバレーは４号とする｡

■競技方法／一般男子･女子はリーグ戦｡

　　　　　　ママさんバレーはチーム数により､リーグ戦 

もしくはトーナメント戦とする｡

■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　　日／５月２３日(日)

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校生以上の男女

■競技方法／初級･上級の部に分け､男子･女子ダブルス

            ･混合ダブルスとする｡

■競技規則／日本バドミントン協会規則に準ずる｡

■諸 注 意／参加申し込みは､ペアを組んで申し込むこと｡

■期　　日／５月２３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／参加チーム数によりリーグ戦もしくは

　　　　　　トーナメント戦とする｡

■諸 注 意／４人以上のチームで申し込む｡

　　　　　　（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｡

■参 加 料／１チーム １，０００円  個人 ３００円

　　　　  　(但し、小･中学生は無料)

■期　　日／５月３０日(日)

■会　　場／潮来第一中学校 体育館

■チーム編成／職場･グループ･各種団体の男女

■諸 注 意／(1)選手は二重に登録してはならない｡

　　　　　　(2)１チームの選手は１２名以内とする｡

　　　　　　　 監督､マネージャーのいるチームは１５名

　　　　　　　 以内とする｡

　　　　　　(3)試合球は、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｡

■競技方法／トーナメント戦とする｡（チーム数により変更あり）

■競技規則／日本バスケットボール連盟規則による｡

■期　　日／５月２３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､個人戦のトーナメント戦

　　　　　　・一般男女はシングルス・ダブルスのいずれか

に申し込み、トーナメント戦をおこなう。

■競技規則／全日本卓球連盟規則による｡

■諸 注 意／(1)ユニホームは上下共白色の使用は禁止する｡

　　　　　　(2)学校としての参加申込は学年別男女ランキ

ング順位に記名提出する

■期　　日／５月２３日(日)・予備日５月３０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

■競技方法／ダブルスで試合を行う｡

■競技規則／日本テニス連盟規則による｡

■諸 注 意／参加はペアで申し込むこと｡

■参 加 料／１人 ５００円

■期　　日／一般の部（中学生以上）　５月２３日(日)

　　　　　　小 学 生 の 部  ５月２９日(土)

            予 　備 　日　５月３０日(日)

■会　　場／潮来高校 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､中級､上級の３部門に分けて、

　　　　　　ダブルスで試合を行う｡

■競技規則／日本ソフトテニス連盟規則による｡

ソフトボール バレーボール(９人制)

卓　　　　球

テ　ニ　ス

ソフトテニス

バドミントン

バスケットボール

インディアカ

サッカー (一般)

サッカー（小学生）

軟式野球

■期　　日／５月３０日(日)

■会　　場／潮来第一中学校 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｡

■諸 注 意／参加者全員による練習会及び練習試合

            を行う｡

■期　　日／５月２３日(日)

■会　　場／潮来高校 弓道場

■参 加 者／中学生以上の男女

■競技方法／中高生男女･一般に分け、個人戦とする｡

■競技種目／射詰の部(２射)･射込の部(１２射)

■参 加 者／小学生以上の男女

■期　　日／５月３０日(日)

■コ ー ス／栃木県馬頭方面

■参 加 者／健康な方で約１０km歩ける方ならどなたでも参

加できます｡

■集合場所／潮来市役所玄関前　

　　　　　　午前７時出発

■募集人員／４０名(定員になり次第締切､キャンセル待ちあり｡)

■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｡

■そ の 他／昼食･飲物は参加者各自で用意すること｡

剣　　　　道

弓　　　　道

主　催　潮来市教育委員会･潮来市体育協会

期　日 平成２２年５月１５日(土)～６月１３日(日) 土曜・日曜日開催

Ｈ22 春季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ22 春季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ22 春季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ22 春季市民スポーツ大会参加者募集

春季市民スポーツ大会　申込方法

歩け歩け会

☆車でご来場の際は､必ず所定の駐車場に停めてください｡☆車でご来場の際は､必ず所定の駐車場に停めてください｡☆車でご来場の際は､必ず所定の駐車場に停めてください｡

広報いたこ情報版　4月25日発行　発行者　潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線208まで）

ソフトボール、バレーボール、 

バスケットボール、サッカー（一般）、

軟式野球

■日　時　５月１７日 (月 )午後７時

■場　所　潮来市立中央公民館

☆組み合わせ抽選･ルールの申し合わせ

などを行います｡

☆会議に欠席の場合は､失格となります

ので注意してください｡

☆申し込みは､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｡

■集合･競技開始時間

午前８時３０分集合・９時３０分競技開始

☆キャプテン会議☆


