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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9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

　毎年9月10日は｢下水道の日｣です。下水道の役割や

必要性をご理解いただき、下水道が整備されている地

区で未接続のご家庭は、早めの接続をお願いします。

下水道促進週間コンクール
小中学校作品展

　　　　　　9月8日(水)～9月16日(木)

　　　　　　ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー

　　　　　　ポスター、作文、書道、標語、新聞

　　　　　　潮来市  下水道課 TEL63-1111　内線325

　先日、新聞折込等でお知らせしました「地震による

水道水の赤水」で、ご迷惑をお掛けしたことを改めて

お詫び申し上げます。

　つきましては、水道水の赤水に対して、捨て水を

行った方へは、1立方メートル(200リットルドラム缶5

本分)減額措置をとらせていただきます。

(9月分料金から)

　お手数でも該当される方は下記までご連絡ください

ますようお願いします。

　

　潮来市　水道課

　TEL 63-1111  内線330～333(受付9月末日まで)

　来る9月18日（土）にカシマスタジアム

で行われます、対大宮アルディージャ戦

に、潮来市内にお住まいの65歳以上の方

を無料招待いたします。また、ご同伴さ

れるご家族用として、特別割引料金で観

戦できるチケットもご用意しています。

家族で鹿島アントラーズを応援に行きましょう！

　　　　　9月18日(土)　午後3時 キックオフ

　　　　　茨城県立カシマサッカースタジアム

　　　　　1M(1階メイン指定席)/1B(１階バック指定席)

　　　　　サポーターズシート

　　　　　無料(市内在住の65歳以上の方)

　○ご同伴のご家族料金（特別割引料金）

　　 　1M(1階メイン指定席)　　 　3,000円

　　 　1B(1階バック指定席)　  　 2,500円

　　 　サポーターズシート        1,000円

　　　　　9月3日(金)　潮来市役所1階ロビー

　　　　　午前10時～午後2時

※住所と年齢の確認できるものを必ずご持参下さい。

※試合当日にもスタジアム第3ゲート横で招待券の

配布・優待券の販売を行います。

　

　アントラーズファンクラブ事務局　TEL 82-5555

　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111　内線207

　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。

　　　　　 9月30日(木)　午後1時～2時

　　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　 電話、または窓口でお申し込みください。

　　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　 TEL 64-5240

　現在、輸血用の血液がたいへん不足しております。皆

さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

　　　　　 ①8月25日(水)

　　　　　　 ホームジョイ本田 潮来店

           ②9月8日(水)

　　　　   ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー

　　　　　 両日とも午前10時～午後3時30分

           

　　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター　

　　　　　 TEL 64-5240

           平成23年1月9日(日)

　　　　　 午前10時30分～(午前10時受付開始)

　　　　　 潮来市立中央公民館(大ホール)

　　　　　 平成2年4月2日～平成3年4月1日生まれの方

　※該当者には、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され

 る方は、10月31日(日)までに各公民館

 (中央・潮来・津知・延方・大生原・牛

 掘)へ、申込書をご提出ください。(ご家

 族による代理申込可)

          潮来市立中央公民館　公民館グループ　　

　　　　   TEL 66-0660

　　　　　9月20日(月)　敬老の日

          午前8時受付開始～11時20分解散

　　　　　開花亭(潮来富士屋ホテル別館)

　　　　　昭和14年4月1日以前に生まれた方(72歳以上)

 ※招待状を区長さんにご協力いただき配布しております。　

　　　 　　潮来市  介護福祉課

　　　　　TEL 63-1111  内線390、391

　本市では、「自治体の憲法」とも言われる潮来市自

治基本条例（仮称）の策定に取り組んでいます。市民

参加による公正で開かれた市政をより一層推進するた

め、委員会の様子を公開します。ぜひ傍聴してくださ

い。　

　　　　　　9月2日（木）午後7時～9時

　　　　　　市役所(3階 第1会議室)

　　　　　  5名(先着順)

　　　　　　8月31日(火)　午後5時まで

　　　　　　※定員になり次第、終了します。

　　　　　　電話にてお申込みください。

※当日は午後6時50分までにお越しください。

　

　潮来市　秘書政策課TEL 63-1111 内線207　

　今年は、5年に一度の国勢調査の年です。

　国勢調査は、我が国が直面している

課題に欠くことのできない統計データ

を作成する重要な調査となりますの

で、全ての世帯の方のご理解とご協力

が必要です。

　お忙しい中とは存じますが、趣旨を

ご理解いただき、国勢調査へのご協力

をお願い申し上げます。

9月下旬より、知事から任命された調査員が各世帯を

訪問します。その際に調査票を配布し、後日、回収に

伺いますので調査票へのご記入をよろしくお願いし

ます。

　　　　　　　　市内全域　すべての世帯

　　　　　　　　9月下旬～10月下旬まで

※調査した内容は、統計データを作成することのみ

に使用されます。その他の目的に使用することは

法律で固く禁じられていますので、目的外で使用

されることは一切ありません。

※調査票は完全封入による提出になり、統計法に基

づき秘密が厳守されます。
　　　　　 

          潮来市　総務課　統計グループ

　　　　　TEL 63-1111　内線232

9月28日(火)　午後7時～

潮来市立中央公民館(3階研修室)

9月6日(月)

中央公民館に備え付けの「市立学校体育

施設使用申請書」に必要事項を記入の

上、お申し込みください。

※平成22年10月～平成23年3月の期間で定期利用をご

希望の団体は必ずお申し込みください。

　　　　　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　　　　　TEL 66-0660

　広報「いたこ」6月号でお知らせしました、「休日当番

医」が変更となります。変更内容は次のとおりです。

  変更前　9月19日　石毛医院

  変更後　9月19日　延方クリニック

　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　TEL 64-5240　

※潮来写友会写真展は、8/22までの予定でしたが、

8/29まで延長となりました。

　　　　　水郷まちかどギャラリー

　　　　　 TEL/FAX 63-3113 月曜日休館

  弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計

士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士

が無料相談に応じます。

　法律や行政、税務、会計、労働・社会保険、不動産に

ついてのご相談がある方は、お気軽にご来場ください。

　　　　　 9月12日(日)　午前9時30分～午後3時

　　　　　　            (受付午後2時30分終了)

　　　　　 水戸市民会館(103号会議室)

　　　　　 水戸市中央1丁目4番1号　TEL 029-224-7521

　　　　　 当日会場にてお申し込みください。

　　　　  (事前予約不可)

　日本公認会計士協会東京会茨城県会　事務局

　TEL 029-233-3212

水道料金の減額について

｢潮来市敬老会｣のご案内

○8月は個人事業税第1期分の納期です！

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる個人の方

に、前年中の所得金額に対して課税される税金です。

　納期は、毎年8月と11月の2期に分かれています。今

月はその第1期分の納期となっており、納期限は8月31

日(火)です。納期内に完納されるようお願いします。

　なお、個人事業税の納税には『口座振替制度』があ

りますので、ぜひご利用ください。

○県税の納め忘れはありませんか。

　茨城県は、徴収率向上のため、事情なく税を滞納し  

ている方に対しては、給与や預貯金を中心とした差押

処分を強化しています。

　納め忘れに注意しましょう。

          茨城県行方県税事務所　TEL 72-0771
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在職者訓練講座 受講生募集

  　潮来市グラウンドゴルフ大会 参加者募集

親子の料理教室 参加者募集

潮来市民ゴルフ大会 参加者募集

佐原混声合唱団30周年記念演奏会について

　あなたも家族の会の仲間になりませんか。一人で

悩まず、みんなで励まし合い、助け合っていきましょ

う。ぜひご連絡ください。お待ちしております。

　　　　　 ①第1金曜日　つくば市大穂庁舎内事務所

           ②第2金曜日　茨城県水戸合同庁舎内会議室

　　　　　 午後1時～3時

　　　　　 第1、3金曜日　午後1時～3時

　社団法人　認知症の人と家族の会茨城県支部

　TEL/FAX 029-879-0808

　　　　　 9月11日(土)　午前10時～午後3時

 神栖会場（鹿島セントラルビル新館3F

 市民活動支援センター）　他

 司法書士による、成年後見・遺言・相続

 等に関する無料相談(要予約)

　(社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

  TEL 029-302-3166

　茨城司法書士会 

　TEL 029-225-0111

　結成30周年を記念して、演奏会を行います。ぜひお

越しください。

　　　　　9月26日(日)　午後2時～

　　　　　香取市佐原文化会館(JR佐原北口)

　　　　　無料

          TEL 0478-54-0671  担当　小山

　　　　　　10月5日(火)

　　　　　　潮来カントリー倶楽部

　　　　　　市内在住・在勤の方

　　　　　　240名(先着順)　同時コンペも可

　　　　　　

　○キャディー付き(歩き)　13,500円

　　(3バックの場合は別途210円が上乗せされます。)

　○乗用カートセルフ　　　11,000円

　　(｢IN→南｣の25組限定となります。)

※上記の金額はプレー代・賞品・参加賞・昼食・

パーティー代・消費税を含んでいます。

　　　　　9月21日(火)(定員になり次第、締め切ります)

潮来市立中央公民館、または潮来グリー

ンランドゴルフ練習場にてお申し込みく

ださい。

※電話での申し込み及び、仮予約は一切  

いたしません。

　　　　　　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　　　　　　TEL 66-0660

            10月2日(土)  午前7時30分～

　　　　　　            (午前7時受付開始)

※雨天の場合は翌日に順延となります。

                      (態度決定午前5時30分)

　　　　　　かすみの郷公園

　　　　　　市内在住・在勤の方

　　　　　　300名(先着順)

　　　　　　500円

※申込後のキャンセルにつきましては、返金しませ

んので予めご了承ください。

　　　　　　9月7日(火)

中央公民館に備え付けの申込用紙に必要

事項を記入の上、参加料を添えてお申し

込みください。

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　TEL 66-0660

            9月27日(月)  午前8時30分～

                        (予備日 9月28日(火))

            道の駅いたこ　グラウンドゴルフ場

　　　　　　市内在住の60歳以上の方

　　　　　　50名

※応募者多数の場合は9月1日午前10時から中央公民

館にて公開抽選

　　　　　　1名200円(当日徴収)

　　　　　　8月31日(火)必着

往復はがき(1枚1名)に下記の事項を記入

の上、お申し込みください。

①氏名(ふりがな)　②性別　③生年月日

④電話番号

※返信用はがきには、住所、氏名を明記してくださ

い。抽選結果をお知らせします。

                  

　潮来市あやめ1－11－16　TEL 63-1523 石橋仁一

            8月28日(土)　午前9時30分～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　市内在住の小学生とその保護者

　　　　　　無料

　　　　　　15組(先着順)

　　　　　　8月25日(水)

　　　　　　電話でお申し込みください。

　　　　　　

エプロン、三角巾（バンダナ等で可）、筆記用具、

親子一組につき米１合

　　　　　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

　　　　　　

　　　　　　9月11日(土)　午後2時30分～4時

　　　　　　鹿島勤労文化会館(1階　研修室1)

運動不足や体力の衰えを予防するための

体操

            潮来市・鹿嶋市在住で概ね65歳以上の方

            40名

　　　　　　理学療法士 小峰康弘 氏

　　　　　　シルバーリハビリ体操指導士 張尾孝子 氏

　　　　　　 9月3日(金)

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　鹿島病院  リハビリテーション科　TEL 82-9552

　

 創業の知識を得たい、土・日曜日を使った副業を考

えている、今までの経験を活かしたい、人脈を作りた

いなど興味がある方はお気軽にお申し込みください。

　　　　　　①基礎コース　②ステップアップコース

①9月14日(火)、22日(水)、29日(水)、

10月7日(木)、14日(木)

②10月28日(木)、11月4日(木)、

　11日(木)、18日(木)、12月2日(木)

　　　　　　午前10時～

　　　　　　①ホテルグランド東雲(つくば市)

　　　　　　②ホテルレイクビュー水戸(水戸市)

　　　　　　5,000円(5日間30時間分)

　　　　　　各コース40名

　　　　　　詳細については下記にお問い合せください。

　茨城県商工会連合会　TEL 029-224-2635

　　　　　　 9月11日(土)～12日(日)　

　　　　　　午前9時～午後5時30分

　　　　　　水戸市(茨城県JA会館)

　　　　　　12,200円(テキスト代含む)

　　　　　　8月30日(月)～9月3日(金)

　　　　　　 詳細については下記にお問い合せください。

　(社)日本ボイラ協会茨城支部  TEL 029-225-6185

　　　　　　①第1種フグ取扱者講習会

　　　　　　　10月2日(土)　午前9時～午後4時

　　　　　　②第2種フグ取扱者技術認定

　　　　　　　10月3日(日)　午前9時～

　　　　　　学校法人中川学園調理技術専門学校

　　　　　　水戸市見和3-663-10

　　　　　　①13,000円　②28,000円

　　　　　　9月2日(木)～9月3日(金)   

詳細については下記にお問い合わせくだ

さい。

　　　　　　　　　潮来市食品衛生協会　事務局

　　　　　　　　　潮来市大洲1446-1　TEL 66-4805

　　　　　　①11月2日(火)～25日(木)の間の7日間

　　　　　　②11月6日(土)～7日(日)

　　　　　　①午後6時～9時(7日間　計21時間)

　　　　　　②午前9時～午後5時(2日間　計14時間)

　　　　　　鹿島産業技術専門学院

①P検定3級受験希望者、またはパソコン

基礎用語習得希望者向け。ワード、エ

クセルの操作説明

②労働安全衛生法に基づく講習　基礎知

識・関係法令・実技教育修了試験合格

者に技能講習終了証を交付

　　　　　　①10名(抽選)　②20名(抽選)　

　　　　　　①2,900円　②2,750円

　　　　　　※テキスト代を含んだ金額となります。

～共通～

　　　　　　9月6日(月)～10月7日(木)(最終日必着)

『往復はがき』に下記の事項を記入し、

お申し込みください。

①口座名、②郵便番号、③住所、④氏名

(フリガナ)、⑤昼間の連絡先と電話番号

※一講座につき一枚のはがきでお申し込みくださ

い。(連名不可)

　　　　　　　　　〒311－2223　鹿嶋市林572－1

　　　　　　　　　茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　　　　　　　　TEL 69-1171　FAX 69-6455

募　　　集

　鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会主催
グラウンドゴルフ交流会 参加者募集

地域リハ・ステーション勉強会
わくわく介護予防体操 参加者募集

全国一斉成年後見相談会の実施

場　所

日　時

問合せ

内　容

応募期間

おもしろ理科先生
『飛び出せ！3Dを科学する』 参加者募集

8月29日(日)　午後2時～4時

潮来市立図書館(第2集会室)

小学生30名(1，2年生は保護者同伴)

1人200円(材料代など)

定員になり次第、締切とします。

図書館カウンター、または電話・FAXに

てお申し込みください。(メール不可)

  　赤の油性マジック、その他のマジッ

  　ク(何色でも可)、大きいスプーン

　　  潮来市立図書館

　　  TEL 80-3311  FAX 64-5880     

 

日　時

募集人数

【お知らせ】
広報いたこ情報版　8月22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209まで）

募集人数

応募締切

応募方法

問合せ

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

問合せ・申込先

日　時

場　所

対象者

日　時

場　所

場　所

場　所

日　程

内　容

内　容

内　容

日　程

時　間

場　所

受講料

講　師

対象者

対象者

参加費

参加費

日　時

場　所

参加費

参加費

募集人数

日　時

場　所

対象者

募集人数

募集人数

受講料

募集期間

応募方法

募集人数

日　時

場　所

対象者

募集人数

応募締切

応募締切

応募方法

応募締切

応募方法

持参するもの

応募方法

応募方法

申込方法

参加費
創業成功の方程式「創業塾」 受講生募集

訂正とお詫び

　広報誌｢ふれあい｣第83号(青少年育成潮来市民会議
発行)について、次のとおり氏名に誤りがありまし
た。お詫びして訂正します。

■表紙題字「ふれあい」筆者　日の出中学校3年　
　(誤)加藤　紗希さん　→　(正)渡辺　朱音さん

■7頁　潮来市青少年相談員名簿
　日の出1丁目　(誤)石塚　昭男さん　

→　(正)石原　昭男さん
　牛堀小学校　 (誤)門井　宣道さん　

→　(正)門井　宜道さん

【問 合 せ】潮来市立中央公民館　TEL 66-0660
市内(旧大洲保育所)で、木曜ドラマ｢警視庁継続捜査班 第6話｣のロケが行われました。
放送予定は8月26日(木)午後9時からとなります。
◎番組の詳細については、テレビ朝日｢警視庁継続捜査班｣ホームページをご覧ください。

フグ取扱者講習会 受講生募集

ボイラー取扱技能講習(小規模ボイラー資格)

　認知症の家族を介護している皆さんへ

電話相談

時　間

日　程

問合せ

問合せ

応募期間

応募方法

日　時

場　所

受講料

日　時

場　所

受講料

問合せ・申込先

問合せ・申込先

応募方法

日　時

場　所

対象者

参加費

応募締切

応募方法

持参するもの

問合せ・申込先

主　催

申込締切


