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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12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

　災害発生時にストーマ装具を持ち出せない事態が生じ

た時に備え、ご使用の装具を一定期間分お持ちくだされ

ば、介護福祉課に設置している保管庫にてお預かりします

(耐用年数に応じた装具の交換は、自己管理とさせていただ

きます)。詳細については、下記までお問い合せください。

            潮来市 介護福祉課　TEL 63-1111 内線392

　　　　　　10月17日(日)、10月24日(日)

　　　　　　両日とも午後1時30分～3時30分

　　　　　　潮来市立図書館(2階おはなしの部屋)

ボランティア活動を目指す方の研修会

　　　　　　図書館友の会 会長　藤原 鍈司郎 氏

　　　　　　無料

　　　　　　人数制限なし(ただし、2日間参加可能な方)
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

　　　　　水郷まちかどギャラリー 

　　　　　TEL/FAX 63-3113  月曜日休館

　　　　　10月23日(土) 午前9時～午後4時(雨天決行)

　　　　　市営あやめ駐車場(ショッピングセンターアイモア隣)

　　　　　

　｢爆笑!ライブ｣には茨城出身「赤いプルトニウム」

　が出演!その他超豪華ゲスト陣によるトークショー

　　・池沢早人師 氏（サーキットの狼原作者）

　　・サーキットの狼グランプリクイーン

　居酒屋お通しフェア、物産展、フリーマーケット等

　も開催します。

　　　　　潮来市商工会 TEL 80-3831

          URL http://www.sopia.or.jp/junikyo/

　　　

　　　　　10月24日(日) 午後5時～(4時30分開場)

　　　　　前川あやめ園特設水上ステージ

　　　　　※雨天時は富士屋ホテルとなります。

　　　　　第1部 ふるさとの伝統文化踊り　午後5時～

　　　　　第2部 ジャズ演奏　　　　　　　午後6時25分～

　　　　　第3部 水郷いたこお祭り踊り大会 午後7時20分～

　　　　　無料

　　　　　水郷潮来観光協会　TEL 63-3154

　　　　　10月20日（水) 午後1時～3時

　　　　　津知公民館(学習室2)　牛堀公民館(相談室)

　　　　　木内 洋子 氏(津知公民館)

　　　　　明間 愛子 氏(牛堀公民館)

　　　　　無料　※秘密厳守

　　　　　潮来市　秘書政策課　TEL 63-1111  内線205

　

　　　　　平成23年1月9日(日)

　　　　　午前10時30分～(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　TEL 66-0660

　大生原浄化センターでは、農業集落排水処理施設か

ら発生する汚泥を乾燥させて普通肥料にしています。

農地への還元のため毎週木曜日に無料で提供していま

すので、畑や植木の肥料として使用してみませんか。

　なお、数量に限りがありますのでご希望の方は、下

記までお問い合せください。

　　　　　　毎週木曜日　午前9時～午後4時

　　　　　　大生原地区浄化センター（大生1377-2）

            (大生原公民館隣)

　　　　　　潮来市　下水道課　TEL 63-1111　内線324

　悪質業者は、健康やお金、孤独などの不安を抱えて

いる高齢者の方の不安をあおり、親切に接して信用さ

せ、年金や貯蓄などの貴重な財産を狙っています。　

また、子や孫を心配する心につけ込み、多額の現金を

窃取する振り込め詐欺にも注意しましょう。

　　　　　　月・火・木・金曜日(祝・祭日は除く)

　　　　　　午前9時30分～正午、午後1時～4時

　　　　　　潮来市消費生活センター

　　　　　　TEL 62-2138(直通)

　　　　　　10月24日(日) 午前10時～午後4時

　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　支援に関する講演会、市の福祉制度、難

　　　　　　聴者の体験発表と要約筆記の話、補聴器

　　　　　　の話と補聴器の個別相談会、よりよい聞

　　　  　　こえのための生活機器の展示

　　　　　　無料

　　　　　　NPO法人 茨城県中途失聴・難聴者協会
　　　　　　TEL 029-857-5138

　　　　　　11月8日(月)、9日(火)、10日(水)、

　　　　　　11日(木)、13日(土)

　　　　　　茨城県立鹿島養護学校(鹿嶋市沼尾1195)

○全体公開日　8日(月)、13日(土)

              両日とも午前9時30分～午後2時30分

　8日 

　午前の部　授業公開

　午後の部　

　　　講演　「息子と歩んだ28年　そしてこれから」

　　　講師   神栖市児童デイサービス「なのはな」

　　　　　　 専任指導員　早田恵子 氏

 13日 鹿養祭 イベントタイム、わくわくゆめひろば等

○学部公開日　9日(火)、10日(水)、11日(木)

              3日間とも午前9時30分～正午  

  9日　小学部概要説明・授業公開

 10日　中学部概要説明・授業公開

 11日　高等部概要説明・授業公開

　　　　　　10月22日(金)
FAXにて｢氏名、性別、電話番号、FAX番号、

参加日｣を記入の上、お申し込みください。

　

　茨城県立鹿島養護学校　TEL 82-7700  FAX 84-1576

 

　聴覚障害児が学習する場である聾学校を参観してい

ただき、聴覚障害についてのご理解とさらなるご協力

をたまりたく公開の場を設けました。

            11月11日(木) 午前9時20分～午後0時20分

　          (9時受付開始)

　　　　　　茨城県立霞ヶ浦聾学校(阿見町上長3-2)

授業・施設の公開

補聴器等の体験(希望者)

　　　　　　どなたでもご参観いただけます。

　　　　　　無料

　　　　　　10月22日(金)

　　　　　　電話またはFAXにてお申し込みください。

　　　　　　

　茨城県立霞ヶ浦聾学校

　TEL 029-889-1555  FAX 029-889-2413

閣僚会議　11月10日(水)～11月12日(金)

首脳会議　11月13日(土)～11月14日(日)

　11月10日から11月14日の間、横浜市みなとみらい地

区のパシフィコ横浜において、APEC(アジア太平洋経

済協力)首脳会議・閣僚会議が開催されます。

　APEC首脳会議等の開催期間中は、警備に伴う交通規

制が予定されていますので、交通混雑が予想されます。

　横浜市を中心に首都圏へお出掛けの際は、公共交通

機関を利用するなど、マイカー等による首都圏への乗

り入れを自粛されますようお願いします。

　　　　　茨城県行方警察署　

          TEL 72-0110

問合せ

犬の登録と狂犬病予防注射（追加集合注射）のお知らせ犬の登録と狂犬病予防注射（追加集合注射）のお知らせ

　狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、「登録」及び「狂犬病予防注

射」を受けなければなりません。（すべての犬が対象です。）

　　　　　潮来市  環境課　TEL 63-1111　内線253

実　施　日

潮来市役所　本庁舎

場 所 及 び 時 間

10月23日（土曜日）
潮来市商工会(旧牛堀出張所)

午前9時～10時30分

午前11時～正午

対　　　象
○新しく犬を飼った場合等

登録していない犬（新規登録）

【内訳】

登録手数料 2,000円

狂犬病予防注射料金 2,950円

狂犬病予防注射済票交付手数料 350円

3,300円5,300円
【内訳】

狂犬病予防注射 2,950円

狂犬病予防注射済票交付手数料 350円

登録している犬

○登録はしているが、今年度狂犬病予防

注射を受けていない犬

料　　　金

必要なもの ●印鑑　　●上記料金　

茨城県立霞ヶ浦聾(ろう)学校 学校公開

日　時

会　場

対象者

参加費

申込期限

申込方法

申込期限

申込方法

場　所

平成23年｢新成人のつどい｣の開催

第7回 水郷潮来 月まつり

おはなしを楽しもう！読み聞かせ研修会

水郷まちかどギャラリーの展示

ストーマ装具をお預かりします

第1回 水郷潮来 商い創造祭 with レトロなCarにばる

お知らせ

対象者

その他

配布日

内　容

入場料

参加費

講　師

場　所

相談員

相談日

場　所

日　時

内　容

場　所

日　時

場　所

日　時

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

相談先

募集人数

募集方法

引渡場所

入場料展示内容催し物名期　間

入場料展示内容催し物名期　間

絵　画
小屋野幹雄

絵画展
無　料

写　真 無　料

10/16(土)～

　　10/24(日)

午前10時～午後6時

初日は午後1時から　最終日は午後3時まで

午前9時～午後5時　最終日は午後4時まで

10月18日(月)休館

10/26(火)～

　　10/31(日)

フォト迷露

写真展

問合せ・申込先

相談日時

問合せ

問合せ

問合せ

内　容

場　所

日　時

内　容

会　場

日　程

問合せ

肥料提供のお知らせ
　乾燥汚泥(肥料)を農地へ還元しましょう。

10月18日(月)から24日(日)は「行政相談週間」
～めざそう　住みよい　まちづくり～

高齢者に対する悪質商法・振り込め詐欺に
注意しましょう

行方警察署からのお知らせ
～APEC開催期間中についてのお願い

茨城県立鹿島養護学校 学校公開

内　容

日　時

内　容

問合せ

相談料

難聴生活者のサポート事業について

問合せ・申込先



鹿行広域事務組合 職員募集

　現在、道路交通状況を全国規模で調査する｢道路交

通センサス｣を行っています。車の利用状況を調べる

自動車起終点調査では、無作為に選定させていただい

た所有者のお宅に調査員が訪問しますので、調査への

ご理解とご協力をお願いします。

　　　　　　9月下旬～11月下旬

　国土交通省　常陸河川国道事務所　調査二課

　TEL 029-240-4061

　　　　　　10月16日(土) 午前9時30分～11時

　　　　　　※雨天中止

　　　　　　古高弘法大師(古高 松﨑ちか氏所有地)

　　　　　　子どもとその保護者

　　　　　　5組(先着順)

　　　　　　無料

　汚れてもよい服装、軍手、ビニール袋

　NPO法人 こども空LOVE

　代表 松﨑ちか　TEL 66-0125

          　10月17日(日)

　　　　　　午後1時30分開演(1時開場)

　　　　　　潮来公民館(大ホール)

　　　　　　唄って、叩いて、楽しいパーカッション

　　　　　　(会場の皆さんもご一緒に)

          　記念式典(ピコット10年の歩み)

　　　　　　美しい歌曲のコンサート

　　　　　　無料

　　　　　　NPO法人ピコット　

　　　　　　TEL 090-2318-8068

　　　　　　平成22年11月6日(土)～平成23年2月28日(月)

　　　　　　(講習期間は19日間)

　　　　　　特別養護老人ホーム 百里サンハウス

　　　　　　(小美玉市下吉影2437-109)

ホームヘルパーに事業に従事することを

希望する方、従事することが確定してい

る方、またはすでに従事している方。

(18歳以上60歳未満)

　　　　　　受講料・資料代：34,200円

　　　　　　テキスト代：6,800円

　　　　　　40名程度(先着順)

　　　　　　10月31日(日)

詳細については、下記までお問い合せく

ださい。

　　　　　　特別養護老人ホーム 百里サンハウス

　　　　　　TEL 0299-54-0029  FAX 0299-54-0593

　いばらき就職・生活総合支援センター(ジョブカフェい

ばらき)では、毎週水曜日に就職活動のための出張相談会

を開催しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

    　　　　毎週水曜日(平成23年3月31日まで)

　　　　　　午前10時～午後3時(正午～午後1時は除く)

　　　　　　潮来市立津知公民館(第2学習室)

　　　　　　求人票閲覧、各種就職相談、応募書類添

            削及び、各種セミナーも開催します。

　　　　　　無料

　　　　　　茨城県労働政策課      TEL 029-301-3645

            ジョブカフェろっこう　TEL 0291-34-2061

 

          　10月16日(土) 午前10時～午後4時

　　　　　　潮来市立中央公民館(3階学習室)

　許認可・登録申請・遺言や相続、さまざ

　まな契約・届け出の相談から書類作成等

　　　　　　茨城県行政書士会事務局

　　　　　　TEL 029-305-3731

　　　　　　10月23日(土) 午前9時30分～午後0時30分

医療や介護サービスの利用で困っている

こと費用や保険負担で困っていること、

負担軽減策等

ケアマネージャー、ケースワーカー、

医療・福祉団体のスタッフ

　　　　　　無料

　茨城県社会保障推進協議会

　TEL 029-823-7930

　

            

            11月5日(金)　午前9時30分～11時

　　　　　　園庭・ホール

未就園児(幼稚園や保育園に通っていな

いお子さん)とその保護者への園庭開

放・歌や手遊びへの参加等

　　　　　　未就園児(2歳以上)とその保護者

　　　　　　無料

　　　　　　　　上靴、スリッパ

　　　　　　20組(先着順)

　　　　　　10月25日(月)

電話またはFAXにてお申し込みください。

FAXでお申し込みの方は、園児・保護者

の住所、氏名、年齢(園児)、電話番号を

ご記入ください。

　潮来市立うしぼり幼稚園

　TEL 64-5766  FAX 64-5639

　平成23年4月から潮来地区の一人暮らしの高齢者の

方を対象に毎月一回、昼食を宅配するふれあい給食

サービスを実施します。

　そこで、給食の調理に協力していただけるボラン

ティアを募集しますので、興味のある方は下記までお

問い合せください。

　　　　　　毎月第3木曜日　午前9時～午後1時

　　　　　　潮来市立潮来公民館　

　　　　　　お弁当の調理(100食程度)

　　　　　　30名程度 

　　　　　　11月10日(水)

　潮来市社会福祉協議会

　担当　塙　TEL 63-1296　FAX 63-1265

　水郷潮来直販委員会(道の駅いたこ農産物直売所出荷

団体)では、安心・安全をモットーに潮来の農業を盛り

上げていける新しい会員を募集しています。皆さまの

美味しい農産物と笑顔を、お客さまに届けませんか。

　　　　　　10月15日(金)～10月31日(日)

　　　　　　市内在住の農業者の方

　　　　　　詳細については、下記までお問い合せください。

　　　　　　水郷潮来直販委員会(道の駅いたこ内)

　　　　　　TEL 67-1161

　現在、潮来市シルバー人材センターでは、220名余り

の会員が登録し、活躍しています。皆さまの豊かな知

識と経験を社会のために活かしてみませんか。

　　　　　　60歳以上の健康で就業意欲のある方

○入会説明会を受講し、入会申込書を提出

・説明会：毎月第1，3月曜日　午後1時30分～3時30分

・入会申込締切：毎月20日(土、日、祝日の場合は翌日)

　　　　　　1,800円※別途、互助会費として月額150円

　　

     潮来市特産品｢食用まこも｣を収穫しました!

　繊維質やカリウムを含む健康食品で、生でも｢美味｣

と評判です。ご家庭でも簡単に調理できますので、ぜ

ひご賞味ください。

            10月16日(土)～24日(日)の土・日曜日

　　　　　　午前9時～3時

　　　　　　道の駅いたこ

※平日はシルバー人材センターでも取扱しております。

            (社)潮来市シルバー人材センター

　　　　　　TEL 63-1213

　　　　　　 11月9日(火)～12日(金) 午前10時～午後3時

　　　　　　潮来市シルバー人材センター

　・ 9日(火)、10日(水)　｢襖・障子・網戸の張り方｣

　・11日(木)　｢ワックスがけ・キッチン掃除の仕方｣

　・12日(金)　｢お風呂・トイレの掃除の仕方｣

            60歳以上の健康で就業意欲のある方

            無料

            20名(先着順)

            詳細については、下記までお問い合せください。

　　　　　　　　

　(社)潮来市シルバー人材センター　TEL 63-1213

おかげさまで10周年 NPO法人ピコット音楽祭
　　　　　　11月14日(日)～12月12日(日)毎週日曜日

　　　　　　午後1時30分～3時30分

　　　　　　旧八代小学校体育館

　　　　　　初心者を対象に基礎から丁寧に指導します。

　　　　　　一般(大人)1,000円　会員無料

運動の出来る服装、体育館シューズ、タオル、

飲み物、ラケット(あれば持参)

　　　　　　15名程度(先着順)

　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～4時

            

　　　　　　10月16日(土) 午後1時～5時

　　　　　　県三の丸庁舎3階 水戸生涯学習センター

地域や社会の課題の解決を目指す方など

を応援する講座

　　　　　　50名(先着順)

            無料

　　　　　　10月12日(火)必着

はがき、EメールまたはFAXにてお申し込

みください。

　茨城県商工労働部中小企業課

　〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6

　TEL 029-301-3550  FAX 029-301-3569

  E-mail shoryu1@pref.ibaraki.lg.jp

            第一次試験 12月12日(日) 午前9時～

　　　　　　昭和60年4月2日～

　　　　　　　　　　平成5年4月1日生まれの者

　　　　　　10月12日(火)～11月12日(金)

申込書を下記で配布。詳細については、

下記までお問合せください。

  鹿行広域事務組合事務局

　鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎本庁舎3階

　TEL 0291-33-5023

募　　　集

応募期間

応募方法

日　時

対象者

参加費

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス人材育成講座

募集人数

参加費

応募方法

行政書士法律無料相談会

日　時

｢道路交通センサス｣にご協力ください

期　間

登録方法

年会費

期　間

潮来市特産品｢食用まこも｣を収穫しました!潮来市特産品｢食用まこも｣を収穫しました!

自然体験をしよう～サツマイモ、サトイモ掘り～

広報いたこ情報版　10月10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）

申込期限

申込方法

受講資格

募集人数

募集人員

募集人数

募集人数

募集人員

相談内容

応募方法

応募方法

応募期間

受験資格

活動内容

応募締切

応募締切

問合せ

問合せ

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・相談先

日　時

日　時

参加費

期　間

日　時

場　所

場　所

場　所

日　時

相談料

回答者

内　容

内　容

日　時

場　所

日　時

場　所

内　容

参加費

参加費

参加費

場　所

日　時

参加費

場　所

対象者

対象者

持参するもの

持参するもの

持参するもの

おかげさまで10周年 NPO法人ピコット音楽祭

就職活動のための就職相談会

国保・医療・介護なんでも電話相談室

ホームヘルパー養成研修(2級課程)

潮来地区ふれあい給食サービス
ボランティア募集

うしぼり幼稚園園庭開放について

バドミントン教室 参加者募集

水郷潮来直販委員会 新規会員募集

問合せ

対象者

住宅メンテナンス講習会 参加者募集

場　所

内　容

応募方法

募集人数

試験日

問合せ・申込先

日　時

場　所

内　容

応募締切

場　所

内　容

問合せ

問合せ

シルバー人材センター 新規会員募集

対象者

問合せ

問合せ・申込先

内　容

楽しく、笑顔で

一緒にやっぺよ!

参加費

時　間

場　所


