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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10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

　子ども手当が未申請の方は9月30日(木)までに申請

していただかないと、4月分まで遡って手当が支給されま

せん(出生や転入された方は除く)。10月1日(金)以降の

申請については翌月分からの支給となりますので、ご注

意ください。

○支給対象者　中学生までの子どもを養育している方

○支給額　　　月額13,000円

○手続きに必要なもの
  ①印鑑 ②申請者の保険証 ③申請者名義の預金通帳

　※父母とも収入がある場合は、子どもの生計を維持

　　する程度(所得等)の高い方が申請者となりますの

　　で、ご注意ください。         　　　　　　　　

            潮来市　社会福祉課　子育て支援室

          　TEL 63-1111　内線386

　

　潮来市で食味計を設置しました。皆様の生産された

お米の食味値を測定してみませんか。

　　　　　　潮来市役所

希望される方は事前に申請をしていただ

き後日、改めて測定日をご連絡します。

　※利用申請書は、市役所農政課及び、JAなめがた営

　農経済センター潮来・牛堀に配置しています。

測定日に検体玄米(300g)をビニール袋

(氏名、ほ場番地、品種を記入)に入れ

て、ご持参ください。

　※食味値…お米の成分の中で、タンパク質・アミ　

　ローズ・脂肪酸度・水分量などを測定し、食味方

　式により数値化したもの。数値が高いほど｢おい

　しいお米｣とされています。

　　　　　　潮来市　農政課

　　　　　　TEL 63-1111  内線264、265

　　　　　9月24日(金)、25日(土)　午後8時～

　　　　　24日(金) 潮来水門前   25日(土) 潮来大橋前

　　　　　潮来旅館組合

　　　　　潮来旅館組合　組合長　田崎 紘一

　　　　　TEL 090-3407-6025

　　　　　　10月3日(日)　午前10時～午後3時

　　　　　　水戸市福祉ボランティア会館

　　　　　　(水戸市赤塚1-1 ミオス2F)

　※駐車場は、会場隣接の水戸市営駐車場に駐車して

　ください。無料券が出ます。

人工肛門・人工膀胱保有者のための講習

会、席上相談、ストーマ用装具展示など

　　　　　　1,000円(昼食代他)

　　　　　　9月30日(木)

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せください。

　社団法人日本オストミー協会　茨城県支部

　中部センター長　弓削 和夫

　TEL 029-241-8290

まる

　　　　　

　　　　　9月25日(土)～10月17日(日)

　　　　　上戸川コスモス団地(潮来市上戸)

○農業感謝デー
　コスモスまつりのオープニングにともない、｢農業  

感謝デー｣を開催しますので、ぜひお越しください。

　　　　　9月25日(土)　午前10時～

　　　　　(荒天の際は翌日に延期)

　　　　　上戸川コスモス団地

①おにぎり、みそ汁、もち、焼き芋、

新鮮野菜等の直売コーナー

　　　　　②ポン菓子、牛乳の無料配布コーナー

　※花の摘み取りは、農業感謝デー以降の27日(月)か

　ら自由に行えます。

　　　　　潮来市　農政課

　　　　　TEL 63-1111　内線264、265

　

          9月20日(月・祝)　敬老の日

　　　　　午前8時受付開始～11時解散

　　　　　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)

　※招待者の参加とりまとめを各地区の区長さん・

　　協力員さんにお願いしています。

　※送迎の時間帯が集中し、大変ご迷惑をお掛けしま

　　すが、ご協力をお願いします。

　　　　　潮来市　介護福祉課

　　　　　TEL 63-1111　内線390、391

          9月23日(木・祝)　

　　　　　午前9時30分受付開始～11時解散

　　　　　潮来市立中央公民館(大ホール)

　　　　　戦没者のご遺族(別途ご案内通知を送付済)

　　　　　潮来市　社会福祉課　子育て支援室　

　　　　　TEL 63-1111　内線386

            9月17日(金)　午前10時～午後1時

　　　　　　潮来保健センター(辻779)

鶏肉と野菜のデミソース煮込み、さわやか

ヨーグルトサラダ、かぼちゃのあずき煮

　　　　　　市内在住の方　定員20名(先着順)

　　　　　　無料

　エプロン、三角巾（バンダナ等で可）、筆記用具、米100g

　　　　　　9月15日(水)

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　　　　　　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23日(木・祝)　午後2時～3時

　　　　　　潮来市立図書館(2階視聴覚室)

美術館の学芸員が音と映像を交えたトー

クで、アートな時間をお届けします。

　　　　　　小学生30名(先着順)

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せください。

　　　　　　潮来市立図書館  TEL 80-3311  FAX 64-5880

            9月23日(木・祝) 

　　　　　　午後1時30分集合～4時解散

　※雨天の場合は中止となります。

　　　　　　旧所家住宅［茨城県指定文化財］

　　　　　　(日の出4丁目 潮音寺ひょうたん池側)

　　　　　　小学生20名(先着順)　保護者同伴可

　※小学1年生は必ず保護者が同伴してください。

　　　　　　無料

　　　　　　9月21日(火)

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　　　　　　9月26日(日)～11月21日(日)

　　　　　　10月17日を除く毎週日曜日　計8回

　　　　　　午前11時～午後12時30分

　　　　　　日の出運動広場テニスコート

　　　　　　市内在住、在勤で中学生以上の方

　　　　　　20名(先着順)

　　　　　　一人1,500円(保険料・ボール代等)

　※参加費は当日会場で納めてください。

　　　　　　9月24日(金)　午後5時まで

　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL66-0660

　　　　　　潮来市体育協会テニス部　テニス事務局

　　　　　　担当　比佐 和子　TEL 090-2933-2017

　　　　　　10月24日(日) 潮来市役所 午前5時30分出発

　　　　　　金時山、乙女峠(神奈川県箱根町)

　　　　　　30名(先着順)

　　　　　　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

　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

　　　　　　9月27日(月)、10月4日(月)、12日(火)、

　　　　　　18日(月)、25日(月)、11月1日(月)

　　　　　　午後1時～3時

　　　　　　羽成ファッションスクール(潮来107－7)

　　　　　　｢サラリとはおる単衣のジャケット｣

　　　　　　20名(先着順)　　

　　　　　　無料(教材費は実費)

　　　　　　9月21日(火)

　　　　　　電話またはFAXにてお申し込みください。

　　　　　　　　着物、裁縫道具、筆記用具

　　　　　　羽成ファッションスクール

　　　　　　TEL 62-2983  FAX 63-1827

　地域の方々と行政担当者が霞ヶ浦湖岸をともに巡視

し、意見・情報交換を行います。

　　　　　　第19回 10月9日(土)　第20回 10月17日(日)

　　　　　　午前8時40分～午後4時まで

　　　　　　国土交通省霞ヶ浦河川事務所

　　　　　　15人(18歳以上を対象とします)

※10人に満たない場合は、中止する場合があります。

　　　　　　第19回 10月1日(金) 当日消印有効

　　　　　　第20回 10月8日(金) 当日消印有効

官製はがきに「第○○回霞ヶ浦ふれあい巡視

参加希望」と記載し、代表者の①住所、②電話

番号、③全員の氏名、④年齢、⑤性別、⑥職業

をご記入の上、申込先までお送りください。

※詳細については、下記までお問い合せください。

　国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所　調査課

 「霞ヶ浦ふれあい巡視」係　

　〒311-2424　潮来市潮来3510　TEL 63-2415

            

            9月13日(月)～10月1日(金)

　　　　　　10月17日(日)

　　　　　　茨城県水戸合同庁舎

　　　　　　①茨城県職員(知事部局等)

　　　　　　②茨城県職員(警察本部)

　　　　　　③市町村立小中学校職員

昭和55年4月2日～平成5年4月1日生まれで、身体

障害者手帳の交付を受けている方(等級制限あり)

　※その他にも受験要件がありますので、必ず事前に

　お問い合せください。

　　　　　　茨城県人事委員会事務局

　　　　　　TEL 029-301-5549　

オストミー講習会 開催

水稲農家の皆さまへ

　　9月30日までに子ども手当の手続きを！

潮来旅館組合花火大会 開催

募　　　集

｢潮来市戦没者追悼式｣のご案内

「潮来市敬老会」のご案内

潮来市コスモスまつり 開催

身体障害者を対象とした茨城県職員等の募集テニス教室 参加者募集

「かかし」づくり 参加者募集

　乳製品を使った料理教室 参加者募集

茨城県近代美術館 出前講座「ハローミュージアム」

「霞ヶ浦ふれあい巡視」 参加者募集

　金時山と乙女峠ハイキング 参加者募集
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□バスケットボール、バレーボール、

　ソフトボール、サッカー、軟式野球

■日　時　１０月１２日（火） 午後７時

■場　所　潮来市立中央公民館（日の出 3-11）

☆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

のでご注意ください｡  

☆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

を行ってください｡

■集合･競技開始時間

　８時３０分集合　９時３０分競技開始

■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｡

■申込方法

　団体種目：教育委員会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｡( 個人種目の参加費は大会当日支払う｡)

■申 込 先

　潮来市立中央公民館　生涯学習グループ

　℡.６６－０６６０　内線 ２７６・２７７

■申込締切

　１０月８日（金）　午後５時まで

　 ・歩け歩け会は、１０月２２日（金）　午後５時まで 

　  　

■参 加 費

　団体種目：１チーム　２，０００円（小･中学生は無料）

　個人種目：１人　　　　 ２００円

　（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

　各競技日の午前７時　潮来市立中央公民館にて ℡.６６－０６６０

■期　　日／１０月１７日(日)・２４日(日)

　　　　　　予備日１１月７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・前川グラウンド 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／１０月１７日(日)・２４日(日)

　　　　　　１１月１４日(日)　予備日１１月２１日(日)

■会　　場／かすみの郷公園

■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／１０月１７日(日)　予備日１０月２４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／１０月２４日(日)

■会　　場／潮来第二中学校 体育館

■チーム編成／一般男女４名以上８名以内（年齢制限なし）

■諸 注 意／(1)試合は１チーム男女２名ずつの混合で行う。

 (2)男子に代わって女子が出場してもさしつか

えない。

            (3)先着１６チームで締め切り　　　　

■試合方法／予選リーグの後、決勝トーナメント｡

■期　　日／１０月１７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｡ただし､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)試合球は､一般男子・女子は５号､ママさん

バレーは４号の検定球とする｡

■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／１０月１７日(日)

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校､一般の男女

■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／１０月１７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／参加チームによるリーグ戦とする。

■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｡

　　　　　　チーム編成は男女混合又は女性のみ｡

　　　　　　（一部ローカルルールを採用）

■参 加 料／１チーム１,０００円  個人３００円

　　　　  　(ただし、小・中学生は無料)

■期　　日／１０月１７日(日)・２４日(日)

■会　　場／牛堀中学校 体育館

■チーム編成／職場・グループ・各種団体の男女とする｡

■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

　　　　　　　 とする｡

 (3)試合球、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｡

■競技規則／日本バスケットボール連盟規則に準ずる｡

■期　　日／１０月１７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とする。

　　　　　　一般男女はシングルス・ダブルスのいずれかに

申し込み、トーナメント戦を行う。

■競技規則／全日本卓球連盟規則に準ずる｡

■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し込みは学年別男女ラ

ンキング順位に記名提出する。

■期　　日／１０月１７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準ずる｡

■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／１０月２４日(日)

■会　　場／潮来高校 弓道場

■参 加 者／中学生以上の男女とする｡

■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)

ソフトボール バレーボール(９人制)

卓　　　　球

剣　　　　道

弓　　　　道

バドミントン　

バスケットボール

インディアカ

サッカー

ソフトバレーボール　

軟式野球

■期　　日／１０月３１日(日)

■コ ー ス／茨城県北方面＊参加人数によってコースが変更になる場合があります。

■参 加 者／健康な方で約１０km(山道・林道有り)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６時３０分集合(午前７時出発)

■募集人員／４０名

■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｡(キャンセル待ちあり)

■そ の 他／昼食・飲物は参加者各自で用意すること｡

■期　　日／１０月１７日(日)　予備日１０月２４日(日)

■会　　場／日の出運動広場 テニスコート

■参 加 者／中学生以上の男女とする｡

■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／小学生の部　　　　　  １０月２４日(日)

　　　　　　一般の部(中学生以上)１０月３１日(日)

予 備 日　３０日(土)（小学生）･１１月７日(日)（一般）

■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準ずる｡

歩け歩け会

テ　ニ　ス

秋季市民スポーツ大会　申込方法

ソフトテニス

☆キャプテン会議☆

☆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｡

主　催　潮来市教育委員会・潮来市体育協会

期　日 １０月１７日(日)～１１月２１日(日) 土曜・日曜日開催

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


