
転換　の場合

５人槽 876,000円 1,099,000円 987,000円

７人槽 1,219,000円 1,475,000円 1,347,000円

10人槽 1,719,000円 2,063,000円 1,891,000円

転換以外

の場合

平成25年度

まで

平成26年度から

　　　　　　5月11日(日)　小雨決行

　※荒天時は5月25日(日)に延期。

  　延期の場合当日午前7時に

　　防災無線でお知らせします。

　　　　　　ごみ拾い・空き缶拾い

　　※ごみは午前8時30分までに出してください。

　　　　　　燃やせるごみ①と燃やせないごみ②

　　　　　　の2つに分けてください。

　①ペットボトルやプラスチック･ビニール類･

　　下記以外のもの。

　②空き缶・空きビン・陶器・少量の金属など

※落ちているもの(汚れているもの)を拾うため、

　通常のごみの分別収集とは違います。

　　　　　　潮来市環境課 TEL.63-1111 内線253

　水郷潮来あやめ園において、

市民あやめ園整備事業が行われ

ます。今年もすばらしいあやめ

まつりにするためにみんなの

公園であるあやめ園をきれいに

しましょう！ 

　皆様のご協力よろしくお願いいたします。

　　　　　　5月11日(日)午前9時～11時

　　　　　　※受付8時30分、小雨決行。

　　　　　　　雨天中止の場合は、当日午前7時に

　　　　　　　防災無線でお知らせします。  

　　　　　　水郷潮来あやめ園

　　　　　　除草作業・ゴミ拾い等 

　　　　　　　服装は長靴などの作業のしやすい

　　　　　　　恰好でご参加ください。

　　　　　　

　　　　潮来市観光商工課 TEL.63-1111 内線244

　FIFAワールドカップ　ブラジル大会が開幕する6
月、未来への一歩を踏み出してみませんか？
　　　　　　
　6月1日(日)午前11時30分～午後2時25分
　(受付開始:11時)
　※午後3時から清水エスパルス戦をご案内させて
　　いただきます。
　　　　　　鹿嶋市立スポーツセンター
　　　　　　会議室1～3／ロビー
　　　　　　5月3日(土)～10日(土)
　　　　　　
　25歳～40歳くらいまでの独身男女各15名(申込者
　多数の場合は抽選)。ただし、男性はホームタウ
　ン(鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市)
　在住者に限る。
　　　　　　男性：8,000円、女性：5,000円
　　　　　　(観戦チケット代含む)

　日頃の感謝を込め、潮来市在住・在勤・在学の
皆さんを特別にご招待・ご優待！ また、当日はメ
インスタンドコンコースで市のＰＲイベントや地
域特産品の販売も行います。
　　　　　　5月6日(火)
　　　　　　午後3時キックオフ(開場：正午）
　　　　　　県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　名古屋グランパス
　　　　　　
　【ご招待(無料)】
　　小中学生･65歳以上の方･ファンクラブ会員
　【ご優待(1,000円】
　　上記に該当しない市内在住･在勤･在学の方
　　　　　　1B指定席(先着順)または
　　　　　　サポーターズシート

　市役所市民課、かすみ保健福祉センター、
　図書館、各公民館、道の駅いたこ
　※試合当日はスタジアム第3ゲート脇の引換所で
　　配布します。

　　　　　　午前10時30分
　　　　　　スタジアム第3ゲート脇の引換所
　　　　　　
　市内在住･在勤･在学していることと年齢を証明
　できるもの
　※ファンクラブの方は会員証も持参してください。
　　　　　　------------------------------
　　　　　　　アントラーズファンクラブ事務局
　　　　　　　TEL.82-5555(午前10時～午後4時)

　市役所庁舎の耐震補強工事に伴い停電となるため、

下記のとおり自動交付機を含む一切の証明書発行業務

が利用できなくなります。大変ご迷惑をおかけいたし

ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

　　　　　　

　4月29日(火・祝) 午前8時30分～午後4時

　(点検状況によっては時間延長の

　 場合があります)

　①潮来市役所：自動交付機

　②中央公民館：証明書発行業務

　　　潮来市市民課　TEL.63-1111　内線112～115

　　　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

　水環境保護推進のため、個人が設置する窒素及

びりん除去型合併処理浄化槽(NP型)に対する補助

金を増額しました。今年度から設置方法により補

助金額が区別されるようになりました。

　また、転換した場合に単独処理浄化槽の撤去が

伴う場合、さらに 大9万円が補助されます。補助

基数には限りがありますので、設置を検討してい

る場合には事前にご連絡ください。

※転換：建築確認を伴わずに、既設の浄化槽又は

　　　　くみ取り槽を入れ替えること

　　　　潮来市上下水道課 TEL.63-1111 内線323

　　　　　　5月14日(水) 午前10時～午後3時　

　　　　　　※正午～午後1時は除く

　　　　　　津知公民館(潮来市辻794-1)

　　　　　　

　求人情報閲覧、職業適性診断、キャリアカウン

　セリング、職業紹介、応募用紙の書き方、

　ビジネスマナー、内職相談

　※事業主の方には、求人の受付も行います。

　　　　　　無料

　　　　　　お電話にてお申込みください。

　　　　　　5月13日(火)

　　　　　　　　　鹿行地区就職支援センター

　　　　　　　　　TEL.0291-34-2061
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

　　　社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

　　　〒311-2421 潮来市辻765

　　　TEL.63-1296(担当：小沼・森内)

　　　　　　6月8日(日)～11月16日(日)の日曜日
　　　　　　(22日間)　午前10時～午後4時
　　　　　　県立母子の家　母子福祉センター
　　　　　　(水戸市八幡町11-52)
　　　　　　母子家庭の母および寡婦(母子家庭等
            になり7年以内、受講経験者は除く)
　　　　　　24名程度 ※定員を超えた場合は書類選考

　　　　　　6,000円(教材費等)、ボランティア
　　　　　　行事用保険料(講習初日に全額納付)
　　　　　　※所得額が3,010,000円以下の方は、
　　　　　　　交通費の一部支給
　　　　　　あり(2歳以上)
　　　　　　※無料または所得に応じ自己負担あり
　　　　　　5月25日(日)　※消印有効
　　　　　　申込書に必要事項を記入し、下記へ
　　　　　　お申込みください。

　県立母子の家 母子福祉センター TEL.029-221-8497

　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター TEL.64-5240

５月１１日 ( 日 ) は
清掃大作戦の日です

　　　献血にご協力ください

問合せ

日　程 時　間 場　所

5月 6日(火)
ショッピング

プラザ
ララルー

5月19日(月) 道の駅いたこ

午前10時15分～午後4時
(午前11時45分～午後1
時を除く)

証 明 書 発 行 業 務 停 止 の お 知 ら せ

停止日時

問合せ

停止内容

浄化槽補助金を増額しました

申込み・問合せ

就職支援センター出張相談

日　　時

場　　所

内　　容

申込方法

料　　金

申込締切

申込み・問合せ

潮来市社会福祉協議会
非常勤契約職員募集(登録ヘルパー)

申込み・問合せ

(※)

問合せ

あやめ園をきれいにしましょう！

日　　時

内　　容

場　　所

持参するもの

問合せ

日　　時

内　　容

清 掃 作 戦 の お 知 ら せ

分別方法

清掃作戦の後は
是非こちらにも

ご参加ください！

託　　児

平成26年度母子家庭自立促進講習会

定　　員

申込み・問合せ

対 象 者

受 講 料

申込方法

申込締切

日　　時

場　　所

募集人員 若干名

応募資格
介護福祉士、訪問介護員2級課程以上修了

者又は看護師・准看護師

勤務内容 ホームヘルプサービス等に関すること

勤務用件
週実働2～4日程度
(1日：2～3時間程度)

勤務時間
原則午前8時30分～午後5時15分まで
(土・日・祝祭日勤務が可能な方歓迎)

勤務地域 潮来市内のみ

時　　給 1,250円～1,450円(処遇改善費を含む。)

選考方法
(1)書類選考、(2)面接
※日程は後日連絡致します。

提出書類
(1)履歴書(写真貼付)
(2)資格を証明するもの

提出場所 潮来市社会福祉協議会へ持参または郵送

受付期間

4月28日(月)～5月16日(金)
午前9時～午後5時
(土・日・祝祭日を除く。)
(郵送の場合は、5月16日消印有効)

特別チケット交換所

チケット引き替え券 備え付け場所

日　　時

場　　所

入 場 料

対戦相手

時　　間

場　　所

持参するもの

座　　席

②アントラーズ ホームタウンデイズ「潮来の日」

アントラーズファンクラブ事務局
からのお知らせ

①アントラーズ × ホームタウン連携婚活企画
「恋するSPECTACLE ～June Pride～ 」

日　　時

場　　所

募集期間

対 象 者

参 加 費

申込み･問合せ
(①･②とも)



■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

ごとに定める｡ 

■申込方法

　　団体種目：中央公民館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｡( 個人種目の参加料は大会当日支払う｡)

■申 込 先

　　潮来市立中央公民館 生涯学習グループ（住所：日の出3-11） 

　　TEL.６６－０６６０

■申込締切

　　平成２６年５月７日 (水 ) 午後５時まで　　　　　　　　　　

  ＊歩け歩け会は５月１５日 (木 )午後５時まで

■参 加 料

　　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･中学生は無料です。テニス、歩け歩け会は別途徴収）

■屋外競技の態度決定

　　午前７時　潮来市立中央公民館(TEL.６６－０６６０)にて 

予備日　６月８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／前川運動公園 他

／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／2014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)

予備日６月１日(日)

■会　　場／かすみの郷公園

／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｡

グラウンドルールについては､キャプテン

会議の際決定する｡

／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｡　

■会　　場／前川運動公園

／小学生を対象とする。

■諸 注 意／(1)引率指導者を１名以上つけること。

　　　　　　(2)試合球は､サッカーボール４号とする｡

　　　　　　　 (参加チーム持参のこと)

■試合方法／前半15分､後半15分のトーナメント戦｡

■期　　日／５月１８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：個人トーナメント戦
　　　　　　　中学生：男女別個人トーナメント戦
　　　　　　・一般男女はシングルス・ダブルスのいずれか
　　　　　　　に参加申し込みし、トーナメント戦を行う。
■競技規則／全日本卓球連盟規則による｡
■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込は学年別男女ランキ
　　　　　　　 ング順位に記名提出する。

■期　　日／５月１８日(日)　予備日５月２５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

■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／一般・中学生の部　６月　１日(日)

小 学 生 の 部　５月２４日(土)

予備日　小学生5月31日(土)、一般・中学生6月8日(日)

■会　　場／日の出運動広場 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よる｡

ソフトボール

卓　　　　球

テ　ニ　ス

ソフトテニス

バレーボール(９人制)

バスケットボール

サッカー（小学生）

軟式野球

■期　　日／５月１８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よる｡

■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／５月１８日(日)

■会　　場／至徹館 弓道場

■参 加 者／中学生以上の男女

■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)

■参 加 者／小学生以上の男女

■期　　日／５月２５日(日)

■コ ー ス／栃木県方面

■参 加 者／健康な方で約１０km歩ける方ならどなたでも

参加できます｡

■集合場所／潮来市立中央公民館　

　　　　　　午前６時３０分出発

■募集人員／４０名(定員になり次第締切､キャンセル待ち
　　　　　　あり。

■参 加 料／大人3,000円　小学生2,000円

■参加申込／先着順による個人申し込み｡

■そ の 他／昼食･飲物は参加者各自で用意すること｡

剣　　　　道

弓　　　　道

春季市民スポーツ大会　申込方法 (全種目共通)

歩け歩け会

☆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｡

ソフトボール、バレーボール、
軟式野球、バスケットボール、
サッカー(一般・小学生)

■日　時 ５月１３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

ので注意してください

☆申込みは､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

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

☆キャプテン会議☆

サッカー (一般)

課 ℡.63-1111内線211

　　　　　　２０名未満の場合、中止となります。

主　催　潮来市教育委員会･潮来市体育協会

期　日 平成２６年５月１８日(日)～６月８日(日) 土・日曜日開催

■期　　日／５月２５日(日)・６月１日(日)

■期　　日／５月１８日(日)・５月２５日(日)

■期　　日／５月２５日(日)

■会　　場／前川運動公園

■期　　日／５月１８日(日)・予備日５月２５日(日)

■チーム編成

■チーム編成

■チーム編成

但し、

■チーム編成

■参 加 料／無料

　※参加人数により競技種目等の変更があります。

Ｈ2Ｈ26 春季市民スポーツ大会春季市民スポーツ大会参加者募集参加者募集

インディアカ

■期　　日／５月１８日(日)

■会　　場／牛堀小学校 体育館

■参 加 者／高校以上の男女

■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／５月１８日(日)

■会　　場／中央公民館 体育室

■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｡

　　　　　　但し､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)使用球は､一般男子･女子は５号､ママさん

　　　　　　　 バレーは４号とする｡

■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／５月１８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／参加チーム数によりリーグ戦もしくは

　　　　　　トーナメント戦とする｡

■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｡

■期　　日／６月８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

■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｡

　　　　　  (3)試合球は、男子バスケットボール７号、

　　　　　　　 女子バスケットボール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よる｡

バドミントン
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