
　　　　　　

　

　下記対象者の方に対して、インフルエンザ接種料金

の一部を公費負担します。

　　　　　　10月１日(土)～平成24年1月31日(火)

　　　　　　市内在住の65歳以上の方、または60～65

            歳未満で心臓・腎臓・呼吸器などの疾患

            による身障者手帳1級の方

　　　　　　医療機関

　市内で接種される方は、医療機関でご予約後、受診

　してください。

　※市外で接種される方は、医療機関にご予約後、

　　かすみ保健福祉センターまで助成券と予診票を取

　　りにきてください。

　　　　　　　2,100円

　※診断の結果、予防接種ができなかった場合、非接

　　種診断料の費用は公費負担いたしません。

　　　　　かすみ保健福祉センター TEL 64-5240

●固定資産税変更通知について

　震災後の被害家屋調査による固定資産税の減免につ

　いては9月に課税変更通知を送付しています。8月20

　日以降の被害家屋調査において半壊以上となった家

　屋については4期(12月)で更正します。課税変更通

　知が送付されるまでは当初の納付書にて納付願います。

●住民税未申告の皆さんへ

　平成22年度の住民税申告をされていない方は下記の

　期間、申告相談を受付していますのでご利用ください。

　未申告のままですと各種お手続きの際に必要とされ

　る『課税証明書』や『非課税証明書』が発行されな

　い可能性があります。

　　　　　　　9月26日(月)～30日(金)

　　　　　　　午前8時30分～午後5時00分

　　　　　　　潮来市役所1階税務課(4番窓口)

　①平成22年1月～12月までの収入のわかるもの

　②印鑑

　固定資産税3期・国民健康保険税3期の納期限は9月

　30日(金)です。期限内の納付をしましょう。口座振

　替の方は、口座残高の確認をお願いします。

  潮来市 税務課 TEL 63-1111(内線番号は次のとおり)

  税務Ｇ　121・123・124　　収税Ｇ　127・136

　9月末までの受け入れとしました災害一般廃棄物に

ついて、以下のとおり延長することになりましたの

で、内容をご理解の上、ご利用願います。

　　　　　　　　瓦・大谷石・コンクリートブロック類

　　　　　　　　　木材(※)

　※木材は半壊・大規模半壊・全壊で解体する家屋が対象です。

　　　　　　10月3日(月)～12月22日(木)まで

　　　　　　※土・日・祝日は除く

　　　　　　午前10時～午後4時まで

　　　　　　道の駅いたこ隣の空き地

　　　　　　市役所環境課　※土・日・祝日は除く

　　　　　　搬入申請書(※)・写真(被害状況がわかるもの)

　　　　　　　 り災証明書を環境課までご持参ください。

　※搬入申請書は環境課に配置してあります。

　　

　①東日本大震災による災害廃棄物を対象としています。

　②断熱材・外壁材・アスベスト・割れガラスなどは

　　受入できません。

　③受入対象外の廃棄物や市外から持ち込んだ場合

　　は、持ち帰っていただきます。

　 潮来市 環境課　TEL 63-1111 内線251～253

　

　　　　　　10月 8日(土) 午前10時～午後3時

　　　　　　水郷県民の森(野外ステージ)※雨天中止

　・牛堀中学校 ・平井中学校 ・スウィートサウンズ

　・潮来ギターアンサンブル・ヤマシタクンとワタシ

　・女声アンサンブルWith　・神森響とインフォレス　

　 

  水郷県民の森音楽祭事務局 TEL 090-6486-5409

　　　　　 10月2日(日)　午前10時～午後4時

            (ただし、受付時間は午後3時まで)

            チェリオショッピングセンター(鹿嶋市)

  相続・贈与、抵当権の抹消手続、近隣トラブルなど

　　　　　　

  水戸地方法務局鹿嶋支局　TEL 83-6000

　　　　　　10月29日（土）　

　　　　　　午前8時20分シルバー人材センター前集合

　　　　　　ひたちなか海浜公園・大洗かねふく明太子工場

　　　　　　1人500円※公園内乗り物券は各自負担

            10月5日(水)まで

　潮来市　社会福祉課　63-1111　内線385

　潮来市母子寡婦福祉会会長　加藤　090-2642-5331

　　　　　　

　　　　　　10月8日(土)～9日(日)

            午前4時45分　市役所前に集合

            群馬県尾瀬ヶ原(山小屋宿泊)

            20名(先着順)

            一般 大人21,000円 小学生以下19,000円

　　　　　　会員 大人19,000円 小学生以下17,000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

　　　　　　①10月1日(土)　②11月2日(水)　

　　　　　　③12月7日(水)　④2月3日(金)

　　　　　　午前9時30分～11時　※①のみ10時開始

　　　　　　延方幼稚園（園庭・ホール）

　　　　　　①運動会参加(競技参加のみ、見学自由)

　　　　　　②お買い物ごっこをしよう

　　　　　　③お遊戯、劇を観よう

　　　　　　④豆まき集会(豆まきを一緒にしよう)

　　　　　　未就園児とその保護者

              水筒・帽子・上履き・着替え等

        　  20組（先着順）　　　　　　9月29日(木)

　　　　　　

　今回から登録制となりますので、電話または、FAX

　にてお申し込みください。FAXの方は，住所・氏名・

　電話番号をご記入ください。

　潮来市立延方幼稚園　TEL 66-2533　FAX 66-3569

　禁煙に興味のある方必見！禁煙専門医による講演と

実際に行われている禁煙事例をご紹介します。

　　　　　　9月29日(木) 午後1時30分～午後3時25分

　　　　　　レイクエコー(行方市宇崎1389)

　・講演　 「喫煙と心血管疾患との関連について」

　　　　　　講師　鹿嶋ハートクリニック院長　黄恬瑩 氏

　　　　　　潮来市、鉾田市内在住の方　

            90名(先着順）

　潮来保健所 健康増進課 TEL 66-2118

　　　　　　10月1日(土) 午前9時30分～11時

　　　　　　古高弘法大師(潮来市古高)

　　　　　　　汚れてもよい服装、軍手、ビニル袋

　※自分で掘ったいもは全部持ち帰れます。

　　　　　　子どもとその保護者

　　　　　　無料　　　　　　　　　5組(先着順)

　NPO法人こども空LOVE 代表 松﨑ちか TEL 66-0125
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 紅葉の尾瀬ハイキング参加者募集　

固定資産税3期・国民健康保険税3期の納期限は9月

30日(金)です。期限内の納付をしましょう。口座振

替の方は、口座残高の確認をお願いします。

　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20日(火)、21日(水) 天候：曇り時々雨

　　　 　　　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

            10月1日(土) 午前10時～午後4時

　　　　　　潮来公民館(2階学習室)

　・相続・遺言に関すること

　・土地の利用に関する手続(農地転用・開発行為等)

　　　　　茨城県行政書士会事務局　TEL 029-305-3731

市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

採取日

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 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (0.9 Bq/kg 未満 ) 9 月 5 日

9 月 12 日不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 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

0.226

0.090

0.131

0.137

0.112

0.083

0.117

0.074

0.094

0.108

0.069

0.094

0.118

0.152 (　0.019 )

(▲0.018 )

(▲0.002 )

(▲0.012 )

(　0.057 )

(　0.024 )

(▲0.013 )

(▲0.050 )

(　0.006 )

(▲0.002 )

(▲0.011 )

(　0.001 )

(　0.016 )

(　0.005 )

(▲0.017 )

(　0.025 )

(▲0.020 )

(▲0.013 )

(　0.056 )

(▲0.020 )

(　0.005 )

(▲0.010 )

(　0.004 )

(▲0.043 )

(　0.005 )

(　0.003 )

(　0.011 )

潮来保育所 0.106 (▲0.011 )

(▲0.009 ) 

(▲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 0.123(▲0.006 )

0.212

0.090

0.133

0.127

0.110

0.098

0.116

0.084

0.093

0.089

0.100

0.057

0.101

0.122

0.142

0.127(▲0.012 ) 0.128

0.101(▲0.015 ) 0.095

0.116(　0.002 ) 0.128

0.114

0.115(　0.004 ) 0.101

0.146(　0.024 ) 0.117

0.100(　0.004 ) 0.103

0.077(▲0.002 ) 0.077

(　0.001 )

(　0.015 )

(▲0.002 )

(▲0.005 )

(　0.011 )

(▲0.018 )

(▲0.010 )

(　0.001 )

災害一般廃棄物の受け入れ期間延長

市立延方幼稚園 園庭開放

たばこに関する地域研修会

募　　　集

対 象 者

場　　所

内　　容

対 象 者

募集人数

自然体験をしよう！～さつまいも堀り～

場　　所

対 象 者

第4回　水郷県民の森音楽祭（無料）

行政書士法律相談会（無料）

法務総合相談所 開設（無料）

日　　時

場　　所

潮来市母子寡婦福祉会「母子親子遠足」

日　　時

場　　所

参 加 費

申込期限

問合せ

平日受け入れ拡大（月～金）

お知らせ

問合せ・応募先

対 象 者

実施期間

接種場所

持参するもの

インフルエンザ予防接種  開始

問合せ

公費負担

問合せ

日　　程

募集人数

日　　時

場　　所

参 加 料

税務課からのお知らせ

時　　間

場　　所

内　　容

募集人員 応募期限

応募方法

問合せ・応募先

日　　時

問合せ・応募先

日　　時

持参するもの

参 加 料 募集人員

問合せ・応募先

日　　時

場　　所

出 演 者

問合せ

日　　時

場　　所

相談内容

問合せ

相談内容

問合せ

持参するもの

申告相談窓口

申告相談期間

接種方法

問合せ・申込先

受入期間

受入時間

受入場所

注意事項

受入廃棄物種類

申請場所

申請方法



発　表　部　門

　 民謡民舞
【日　　時】11月11日(金) 午前9時30分～正午

　　　　　　　　　　　　 午後0時45分～1時45分

                         午後2時30分～5時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】草野 常雄　TEL 66-2156

【日　　時】11月11日(金) 正午～午後0時45分

　　　　　　　　　　　　 午後1時45分～2時30分

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】仲澤 永勧　TEL 63-0292

【日　　時】11月12日(土) 午前10時～11時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】橋本 英雄　TEL 66-4300

【日　　時】11月12日(土) 午前11時～11時30分

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】平松 和司　TEL 63-1533

【日　　時】11月12日(土) 午前11時30分～正午

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】兵動 峰子　TEL 66-1982

【日　　時】11月12日(土) 正午～午後1時30分

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】杉林 友子　TEL 66-4655

【日　　時】11月12日(土) 午後1時30分～4時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】香取 トキ子　TEL 63-1008

【日　　時】11月13日(日) 午前9時30分～10時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】額賀 真理子　TEL 66-3000

【日　  時】11月13日(日) 

　　　　　  午前10時～午後0時30分

　　　　　  午後1時45分～3時15分

　　　　　  午後4時～6時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)
【申 込 先】仲澤 永勧　TEL 63-0292　 

【日　  時】11月13日(日) 午後0時30分～1時15分

　　　　　　　　　　　　 午後3時15分～4時

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】坂井 勝　TEL 64-2081

【日　　時】11月13日(日) 午後1時15分～1時45分

【場　　所】潮来公民館(大ホール)

【申 込 先】志村 乃婦　TEL 64-6587

　 
  　　 
      展　示　部　門

午前9時～午後5時
（最終日は午後3時まで）

　 美術展
【内　　容】絵画・書道・写真・水墨画

【出品の大きさ】

　　絵　画…80号以内6号までのもので額面とし、

枠縁をつける等出品者において適

当に装飾整備する。

　　　　　　(油彩・水彩・日本画・パステル)

　　書　道…①半切は縦のみ

　　　　　　②半切二分の一は縦・横自由

　　　　　　③全紙二分の一（仕上り90cm×90cm

以内）以上を軸装又は額装とする。

釈文を添付する。

　　写　真…四つ切り以上で全紙まで（白黒・

カラー共）で額入りまたは、パネ

ル張りとする。

　　水墨画…10号位までで額入りとする。

　　　　　　　　　　　　　　（掛け軸も可）

【場　　所】日の出中学校体育館

【各申込先】絵　画：草野 好夫　TEL.63-3113

　　　　　　　　　　（水郷まちかどギャラリー）

　　　　　　書　道：荻 敏夫　　TEL 66-2544

　　　　　　写　真：篠塚 勝　  TEL 66-0009

　　　　　　水墨画：深谷 文子　TEL 63-2677

　 絵手紙展
【内　　容】絵手紙

【場　　所】日の出中学校体育館

【申 込 先】小久保 荘一　TEL 66-0005

　 華道展
【内　　容】立華・生花・投入れ・自由花・その他

【場　　所】中央公民館(大ホール)

【申 込 先】栃木 ふく江　TEL 66-5128

【内　　容】盆栽・おもと・山野草など盆作り物

【場　　所】中央公民館(大ホール)

【申 込 先】石津 和男　TEL 63-0581

   野鳥の会活動報告展
【内　　容】バード関係の写真パネル・資料・置物

【場　　所】日の出中学校体育館

【申 込 先】横田 常男　TEL 66-2167

　 水郷民俗研究会資料展
【場　　所】日の出中学校体育館

　 
　 文芸展
【内　　容】俳句、短歌、俚謡、詩などの自由

作品を短冊、色紙、仮巻にしたた

め出品する。

【場　　所】日の出中学校体育館

【申 込 先】小片 忠　TEL 62-4355

　 着装展
【場　　所】中央公民館(1階和室)

【申 込 先】伊藤 智津子 TEL 63-0236

　 陶芸展
【内　　容】陶器

【場　　所】日の出中学校体育館

【申 込 先】横瀬 稔　TEL 63-0112

　 手工芸展
【内　　容】パッチワーク・組ひも・籐工芸

　　　　　　藍染・押花・編物・洋裁・和裁

　　　　　　七宝焼等の手工芸作品

【場　　所】水郷まちかどギャラリー(1階)

【申 込 先】魚路 恵子　TEL 66-4192

　 郷土史研究会写真パネル展
【内　　容】潮来市内の寺社仏閣写真パネル展

【場　　所】水郷まちかどギャラリー(2階)

　
【場　　所】日の出中学校体育館

【内　　容】絵画・書道

【出　　品】潮来市立小中学校児童生徒(代表)

【出品の大きさ】絵画…60cm×45cm以内

　　　　　　　　書道…半紙(小学校1，2年生は硬筆)

【場　　所】日の出中学校体育館

　 

【内　　容】絵画・工作

【出    品】市内の保育園(所)・幼稚園児

【出品の大きさ】指定無し

【場　　所】日の出中学校体育館

  
【内　　容】心身障害者福祉ワークス即売会

【場　　所】中央公民館(ロビー)

　 
【内　　容】つるし飾りの作品展示

【場　　所】中央公民館(ロビー)

　
【内　　容】書道・手芸・工作・絵画・絵手紙

【出    品】鹿行潮来荘・あやめ荘・福楽園・

　　　　　　デイサービスセンター白鳥・

　　　　　　いたこの郷の利用者

【場　　所】日の出中学校体育館

　 
【内　　容】植物画

【出品資格】市内在住の方

【場　　所】日の出中学校体育館

【申 込 先】山﨑 恭子　TEL 66-6373

【内　　容】廃油を利用した石けん・アクリル

　　　　　　タワシの販売

【場　　所】日の出中学校体育館

　 延方生活学校展
【内　　容】牛乳パックを使った小物作り体験

【場　　所】日の出中学校体育館

【場　　所】日の出中学校体育館

【内　　容】機織り作品・書道等作品展示

【場　　所】日の出中学校体育館

【内　　容】活動紹介・写真・手工芸展

【場　　所】日の出中学校体育館

【内　　容】絵画・書道

【場　　所】日の出中学校体育館

       活　動　部　門
       　 午前9時～午後5時
      （最終日は午後3時まで）
※囲碁、将棋、復興支援チャリティバザーは

　標記のとおり。茶道は用意したものが無く

　なり次第、終了となります。

【期　　日】11月13日(日) 午前9時～午後5時

【場　　所】延方公民館(和室)

【参 加 費】1,000円（弁当代を含む）

【申 込 先】茂木 稜威　TEL 64-2352

　 
【期　　日】11月13日(日) 午前9時～午後5時

【場　　所】津知公民館(和室)

【参 加 費】一般1,500円　 女子・学生1,000円

　　　　　　(弁当代を含む)

【申 込 先】出津 稔　TEL 62-3730

【内　　容】呈茶(ていちゃ)サービス

【場　　所】中央公民館(談話室)

　 

【内　　容】粉せっけん（みずすまし）

　　　　　　ＥＭボカシ、母親シャボン製品の販売

【場　　所】中央公民館(屋外テント)

【内　　容】手作り商品の販売

【場　　所】中央公民館(屋外テント)

【内　　容】手作り商品の販売

【場　　所】中央公民館(屋外テント)

【期　　日】11月12日(土)、13日(日)

【時　　間】午前10時30分～午後5時

　　　　　　(13日は午後2時まで)

【場　　所】日の出中学校体育館

【内　　容】文化協会会員作品のチャリティ

　　　　　　バザー。収益金は市の復興支援へ。

申込受付をされた後、下記の日程で作品を搬入・

搬出してください。貴重な作品ですので、事前預

り等はできません。期限を厳守し、各自で搬入・

搬出願います。ご理解とご協力お願いします。

準備日…11月11日（金）午前9時30分～正午

搬入日…11月11日（金）午後1時～2時

搬出日…11月13日（日）午後3時

文化祭への参加申込期限は

１０月１４日（金）です。１０月１４日（金）です。１０月１４日（金）です。

【文化祭に関するお問合せ】

潮来市民文化祭事務局

(潮来市立中央公民館内)℡ 66-0660 内線277

第３５回 潮来市民文化祭 募集・開催のご案内第３５回 潮来市民文化祭 募集・開催のご案内第３５回 潮来市民文化祭 募集・開催のご案内
会　　場　中央公民館・日の出中学校体育館・潮来公民館
　　　　　津知公民館・延方公民館・水郷まちかどギャラリー
主　　催　潮来市文化協会・第35回潮来市民文化祭実行委員会
参加資格　潮来市文化協会の会員及び市内在住の愛好団体並びに愛好者

各部門の【申込先】まで、お早めにお申

込ください。なお、部門によっては、展

示・発表に限りがあり、早めに締め切る

場合もございます。ご了承願います。

※期日の記載のない展示等は、11月12日
(土)～13(日)の2日間実施されます。

 邦　　楽

 大 正 琴

 ギターアンサンブル

フォークダンス

吟詠剣詩舞

 邦　　舞

 コーラス

 カラオケ

ハワイアン・フラ

 手　　品

 美 術 展

 絵手紙展

 華 道 展

 盆 栽 展

ごみ減量化分別パネル展

潮来教育部会児童生徒作品展

ボタニカルアート展

ワークス即売会

つるし飾りの会作品展示

高齢者作品展

消費生活展

延方生活学校展

人権啓発展

ピコット作品展

ふれあい潮来展

潮来高校生徒作品展

囲　碁

将　棋

茶　道

家庭排水浄化推進協議会

福祉バザー(れいめい)

鹿島育成園バザー(アイリス)

復興支援チャリティバザー復興支援チャリティバザー復興支援チャリティバザー

保育園(所)・幼稚園作品展

発表部門：　　１１月１１日(金)～１３日(日)

展示・活動部門：１１月１２日(土)・１３日(日)
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