
　　　　　　

　

　

　東日本大震災で被災された方に対して、市では応急

仮設住宅として民間アパート空き部屋情報を提供して

おります。すでに民間アパートに入居済みの方につき

ましては、契約主体を被災者から市に置き換える「契

約置き換え」を行いますので、申請願います。

　市内に居住、または居住しようとする方であって、

以下の要件全てに該当する方　　

(ただし、すでに住宅応急修理の支援を受けた方は除く)

ア　居住する住宅が全壊の判定を受けた方

※大規模半壊・半壊の場合は取り壊し済、または取り

　壊し予定であること。

※東北3県(福島・宮城・岩手)からの避難者について

　は条件等が一部異なりますので、ご注意ください。

イ　公的住宅への入居が困難であるなど、民間賃貸住

　　宅への入居を必要とする方

すでにアパートに住んでいる方につきましても、

ア、イの要件を満たすことにより対象となります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　(契約置き換え)

　　　　　　

　○入居期間は申請後許可決定日から6ヶ月間

　　　　　　　　　　　　　　　(更新可 最長2年）

　　※東北3県の方は入居日から6ヶ月間

　○家賃(4人家族まで月額6万円、5人以上は月額9万

　　円が限度額）、敷金、礼金、仲介料は公費負担

　　　　（契約置き換えの場合は家賃のみ公費負担）

　○応急仮設住宅として扱うことについて、貸主等関

　　係者の承諾が得られていること

　　　　　　

　①申込書　②り災証明書　③身分証明書　

　④印鑑　　⑤賃貸契約書の写し(契約置き換えの方)

　

　潮来市　都市計画課　TEL 63-111　内線348、349

　～「7日間2000燈の灯り」～

　前川沿いにボンボリと2000燈の灯りをともします。

　　　　　　9月17日(土)・18日(日)・24日(土)

　　　　　　10月1日(土)・8日(土)・9日(日)・15日(土)

　　　　　　午後6時～9時(雨天時中止)

　　　　　　前川水門前(あやめ園)　

　　　　　　9月17日～18日 子供お囃子連「水雲会」 

　　　　　　9月18日　　　 オカリナ演奏

　　　　　　9月18日、10月9日　　花火 

　　　　　　10月9日 　　　リトルブラスバンド演奏 

　　　　　　10月9日 　　　フルートアンサンブル演奏 

　　　　　　水郷潮来観光協会  TEL 63-3154

            9月18日（日）午前10時～午後2時まで

            延方公民館

○特別栽培米コシヒカリ「潮来あやめちゃん」を使っ

　たアイディアおにぎりコンテスト

○対話集会～震災から現在に至るまでの体験から～

            市内の小学生、幼稚園・保育園児、大人

            子ども：無料　大人：200円　

　　　　　　潮来市立延方公民館　TEL 66-6011

　皆さんの生産されたお米の食味値を測定してみませんか。

　　　　　　潮来市役所農政課内

　希望される方は事前に申し込みをしていただいた後

　に、改めて測定日をご連絡します。測定日には、利

　用申請書 (住所、氏名、品種、ほ場番地等 )と検体

　玄米 (300 グラム )をご持参していただきます。

※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。100 点満点で表し、数値が高い

　ほど｢おいしいお米｣とされ、70 点以上で良質米とさ

　れています。

　

　潮来市　農政課　TEL 63-1111  内線 264、265

　原子力事故による被害者の方々への本補償の受付を

開始します。

○「避難者の方々」に対する本補償

　9月12日（月）を目処にご請求書の配布(発送)およ

　び受付を開始します。

○「法人および個人事業主の方々」に対する本補償

　9月下旬を目処に請求書の配布(発送)および受付を

　開始します。

　詳細は、下記までご連絡ください。

　　　　  福島原子力補償相談室　TEL 0120-926-404

　民事・家庭調停委員があなたのトラブルや悩み事に

ついて問題解決の手順をともに考えます。

            10月1日（土） 午前10時～午後3時

　　　　　　鹿島勤労文化会館(1階研修室)

　　　　　　土地家屋・交通事故・金銭貸借・離婚・

　　　　　　相続などの悩み事、心配事

　　　　　　無料

　麻生調停協会(水戸地方家庭裁判所麻生支部内)

　TEL 72-0091

「ヘルスランドさくら」の指定管理者を募集します。

　　　　　　潮来市立潮来ヘルスランドさくら

　　　　　　(潮来市島須1258)

　　　　　　　平成24年4月1日～平成27年3月31日

※詳細は下記までお問合せいただくか、潮来市ホーム

　ページをご覧ください。

  潮来市  環境課　施設管理センター　TEL 64-5050

            10月1日(土) 午後3時～4時(受付2時30分)

　　　　　　鹿嶋勤労文化会館(2階研修室2‐a)

　　　　　　震災時に起きやすいエコノミークラス症

　　　　　　候群の予防に関する体操。

※当日は動きやすい服装と水分補給の為の飲み物をご

  持参ください。

　　　　　　潮来・鹿嶋市内在住の方

　　　　　　40名程度

　　　　　　9月24日（土）

　　　　　　下記までお問合せください。

　鹿島病院リハビリテーション科　

　齊藤・菅谷　TEL 82-9552

　　　　　　 ①防衛大学校　②防衛医科大学校

　　　　　　 ③陸上自衛隊看護学生

　　　　　　 ①11月5日(土)、6日(日)

　　　　　　 ②10月29日(土)、30日(日)

　　　　　　 ③10月22日(土)

　　　　　　 受付時にお知らせします。

　①、②：平成24年4月1日時点で18歳以上21歳未満の方

　③　　：平成24年4月1日時点で18歳以上24歳未満の方

　　　　　　 9月30日(金)まで　※締切日必着

　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所(航空自衛隊百里基地内)

　TEL 0299-52-1366
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　市役所本庁舎および市内教育施設の放射線量はグラウ

ンドの使用や健康に影響のあるレベルではありません。

　　　　　　 9月7日（水）　天候：晴れ

　　　 　　　3.8マイクロシーベルト

 【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

　

※（ ）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）

　　　　　

  潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線251～253

  潮来市水道水の放射能量は、原子力安全委員会が

定めた基準値を下回っているため、飲料水として

「安全」です。検査結果は、次のとおりです。

　　　　　　　中外テクノス株式会社

　　　　　　　放射性ヨウ素  ：300 Bq/kg以下　　

　            放射性セシウム：200 Bq/kg以下 
※放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児

  による水道水の摂取を控えることとされます。

　　　　　

  潮来市　環境課　TEL 63-1111　内線251～253

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

7 月 25 日

放射能量 (Bq/kg)
内　容 放射性ヨウ素 放射性セシウム

水道水
(市上水道 )

(I-131) (CS-137)

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )不検出 (1.2 Bq/kg 未満 ) 8 月 1 日

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.2 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

8 月 8 日

8 月 15 日

8 月 22日

8 月 29 日不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )

検査機関

暫定規制値

問合せ

実施日

暫定基準値

問合せ

潮来市水道水の放射能量測定結果

測定場所
放 射 線 量

潮来第一中学校

潮来第二中学校

日の出中学校

牛堀中学校

潮来小学校

津知小学校

日の出小学校

延方小学校

大生原小学校

徳島小学校

牛堀小学校

延方幼稚園

うしぼり幼稚園

潮来市役所

地上 50cm 地上 1ｍ

0.228

0.102

0.125

0.131

0.125

0.094

0.061

0.124

0.112

0.084

0.071

0.111

0.117

0.133 (▲0.002 )

(  0.001 )

(  0.007 )

(▲0.020 )

(▲0.012 )

(▲0.034 )

(　0.011 )

(　0.033 )

(▲0.010 )

(  0.023 )

(▲0.022 )

(▲0.014 )

(▲0.024 )

(▲0.024 )

(　0.005 )

(▲0.029 )

(  0.008 )

(▲0.017 )

(▲0.015 )

(  0.009 )

(▲0.026 )

(　0.005 )

(▲0.008 )

(　0.049 )

(　0.020 )

(▲0.017 )

(▲0.011 )

潮来保育所 0.090 (▲0.026 )

(▲0.008 ) 

(　0.003 )

白帆保育園

スサキ保育園

慈母保育園(旧津知幼稚園)

牛堀保育園

かすみ保育園

小羊保育園

日の出保育園

潮来幼稚園 0.129(　0.031 )

0.207

0.103

0.142

0.123

0.120

0.095

0.060

0.127

0.113

0.084

0.111

0.077

0.104

0.111

0.117

0.139(  0.025 ) 0.127

0.116(  0.005 ) 0.097

0.114(▲0.001 ) 0.113

0.119

0.111(　0.010 ) 0.100

0.122(▲0.002 ) 0.127

0.096(▲0.004 ) 0.121

0.079(　0.015 ) 0.066

(▲0.003 )

(▲0.002 )

(▲0.003 )

(　0.009 )

(▲0.008 )

(　0.016 )

(  0.003 )

(▲0.002 )

第8回水郷潮来月まつり～水べの燈り～

東京電力からのお知らせ

調 停 相 談 会

地域リハステーション勉強会

平成23年度自衛官採用試験

募　　　集

1次試験日

試験会場

応募締切

水 稲 農 家 の 皆 さ ん へ

利用方法

お知らせ

対 象 者

必要書類

問合せ

指定管理期間

入居要件

内　　容

日　　程

時　　間

場　　所

問合せ

内　　容

日　　時

場　　所

参 加 料

対 象 者

問合せ

対象施設

問合せ

内　　容

日　　時

場　　所

応募締切

対 象 者

募集人数

応募方法

問合せ・応募先

対 象 者

受験資格

問合せ・応募先

内　　容

日　　時

場　　所

参 加 料

問合せ

問合せ・申込先

設置場所

問合せ・申込先
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□バスケットボール、バレーボール、

　ソフトボール、軟式野球

■日　時　１０月１１日（火） 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。

※ソフトバレーボールはキャプテン会

議を行いません。

◎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

　８時３０分集合　９時３０分競技開始

■参加資格                                        　

　市内在住・在勤の方､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 ２７８、２８０

■申込締切

　１０月７日（金）　午後５時まで

　 ・歩け歩け会は、１０月１４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。ソフトテニス、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１６日(日)・２３日(日)

　　　　　　予備日１１月１３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／日の出小学校グラウンド 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／２０１１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１６日(日)・２３日(日)

　　　　　　１１月１３日(日)　予備日１１月２０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１６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)試合球については、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｡

■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１６日(日)

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校生､一般の男女

■競技方法／初級・上級の部に分け､男子ダブルス・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１６日(日)

■会　　場／潮来第二中学校体育館・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２３日(日) 午前８時集合 ８時３０分開始

■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１６日(日)

■会　　場／旧八代小学校 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｡（一人でも参加可）

■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または女性のみ｡

　　　　　　（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１６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１６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／小学生・中学生・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および練習試合を行う｡

■期　　日／１０月２３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

ソフトバレーボール　

軟式野球

■期　　日／１０月２３日(日)

■コ ー ス／栃木県方面＊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２２日(土)　小学生の部

　　　　　　１０月２３日(日)　一般の部(中学生以上)

　　　　　　予 備 日　３０日(日)

■会　　場／津知小学校 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

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１６日(日)～１１月２０日(日) 日曜日開催

Ｈ23 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ23 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ23 秋季市民スポーツ大会参加者募集Ｈ23 秋季市民スポーツ大会参加者募集

　　　　　　  10月19日(水)

             潮来カントリー倶楽部

             市内在住・在勤の方

             

　○キャディ付き(歩き)13,500円

　　(3バックの場合は別途210円が加算されます。)

　※上記の金額はプレー代・賞品・参加賞・昼食・

　　パーティ代・消費税を含んでいます。

             240名(先着順)　同時コンペも可

             9月30日(金)

　中央公民館または、潮来グリーンランドゴルフ

　練習場にてご応募ください。

　※電話での応募および、仮予約は一切いたしません。

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

期　　日

会　　場

対 象 者

募集人数

参 加 費

応募締切

応募方法

問合せ


