
　あらためて東日本大震災からの教訓を考え、今
後の潮来市のまちづくりについて、ソトモノ・ワ
カモノ目線を交え、世代をこえたアイデアを提案
します。ご家族、お友達お誘いあわせの上、おい
でください。入場無料、申込不要。
　　　　　　10月12日(日) 午後1時30分～4時30分
　　　　　　潮来公民館 大ホール
　　　　　　震災復興から創造的まちづくりへ　     
　　　　　　－地域力を活かすためのつながり－
　　　　　　
①基調講演
　「災害に強いまちづくり－東日本大震災を教訓に」
　・山田恭央(筑波大学教授)
②プレゼンテーション
　「ソトモノ・ワカモノ目線で潮来のまちづくり
　　を考える」
　・清真学園高等学校 起業で学ぶ現代ゼミ有志
　・筑波大学 学生隊 筑波大学大学院生・学類生有志
③話題提供　
　「これからの観光まちづくりに必要なもの」
　・梅川智也(公益財団法人日本交通公社理事・
　　筑波大学客員教授)
④パネルディスカッション
　・コーディネーター：糸井川栄一(筑波大学教授)
　・パネラー：柗田千春(潮来市長)、髙塚悌治(水
　　　郷潮来観光協会長)、鈴木秀樹(鹿島アント
　　　ラーズ取締役事業部長)、森 竹巳(筑波大学
　　　教授)、庄司 学(筑波大学准教授)
　※お車は、潮来公民館及び長勝寺脇市営駐車場
　　をご利用ください。
　　　　　筑波大学企画室 TEL.029-853-2052、2767

　登記、供託、戸籍・国籍、人権問題等につい
て、法務局職員、司法書士、土地家屋調査士、公
証人及び人権擁護委員がお答えします。秘密厳
守・相談料無料。
　　　　　　10月5日(日)午前10時～午後4時
　　　　　　(受付は午後3時まで)
　　　　　　水戸地方法務局 鹿嶋支局
       　　 (鹿嶋市宮下5-20-4)
　　　　　　事前にお電話でお申し込みください。
　　　　　　水戸地方法務局鹿嶋支局 TEL.83-6000

　テーマは『相続・贈与等の登記手続きについて』
です。受講料無料。
　　　　　　10月5日(日)午後1時～2時
　　　　　　事前にお電話でお申し込みください。
　　　　　　水戸地方法務局鹿嶋支局 TEL.83-6000

　　　　　　10月4日(土)～5日(日)　　　　　　
　　　　　　道の駅いたこ「ひかりの広場」

　①10月4日(土)新米おにぎりの無料配布：
　　　午前10時から(無くなり次第終了)
　②10月5日(日)当店名物、農家の餅つき：
　　　午前11時と午後2時(各時間1,000名様限り)
　その他の楽しいイベントが盛りだくさん！詳しく
　は道の駅ホームページ・チラシをご覧ください。
　　　　　　道の駅いたこ TEl.67-1161

　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、新規入会者を募集しております。
　　　　　　4月1日～15日、10月1日～15日
　　　　　　水郷潮来直販委員会 担当:前島 　　
　　　　　　TEL.67-1161

関東甲信の149駅中、道の駅いたこは、特徴の

ある30の駅「プレミアム30」として表彰されました！

　日頃のご愛顧誠にありがとうございます。今後
　もお客さまに愛される店づくりを目指します。

　乾燥汚泥を肥料として無料で配布しています。お一
人様10袋までの配布となり、無くなり次第終了となり
ます。9月22日時点の在庫は土のう袋で143袋です。
　　　　　　毎週木曜日　午前9時～11時
　　　　　　大生原地区浄化センター(大生1377-2)
　　　　　　お電話でお申し込みください。
　　　　　　
　　　　潮来市上下水道課 TEL.63-1111 内線324

　　　　　水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

～生涯骨太クッキング～

　　　　　　10月3日(金)　午前10時～午後1時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

　　　　　　鮭と大根の和風スープ、野菜のチーズ

　　　　　　チャンプルー、ミルクもち

　　　　　　潮来市在住の方

　　　　　　20名(定員になり次第締め切り)

　　　　　　無料

　　　　　　エプロン、三角巾(バンダナ等で可)、

　　　　　　筆記用具、米1合

　　　　　　10月1日(水)までに、かすみ保健福祉

　　　　　　センターへ電話で申し込みください。

　　 潮来市かすみ保健福祉センター TEL.64-5240

～ 男の行楽弁当 Part 2 ～

　地元産の採れたて野菜を使って、お弁当を作ります。

　　　　　　10月21日（火）午前9時～12時

　　　　　　延方公民館 調理室

　　　　　　500円　　　　　　　　先着20名

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　　　　　　9月30日（火）

　　　　　　　　　潮来市総務課

　　　　　　　　  TEL.63-1111 内線234

　常陽銀行顧問の社会保険労務士がご相談に応じ

ます。事前の予約が必要です。

　　　　　　10月16日(木)午前10時～午後3時

　　　　　　常陽銀行潮来支店

　　　　　

 年金手帳(本人、配偶者)、預金通帳、印鑑(認印) 

　※詳細はお問合せください。

　　　　　　常陽銀行潮来支店 TEL.62-2110

　　　　　　　　 一般事務1名

　　　　　　11月30日(日) (第1次試験日)

　　　　　　平成元年4月2日～平成9年4月1日生ま    

　　　　　　れの者

　　　　　　10月1日(水)～31日(金)(10月31日必着)

※受験資格・申込書等の詳細は鹿行広域事務組合

　ホームページ(http://rokkou-kouiki.jp/wp/)で

　募集要項を確認してください。

　〒311-1517 鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎  

　本庁舎3階　鹿行広域事務組合事務局

　TEL.0291-33-5023

申込み・問合せ
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いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　鹿島アントラーズFCとアントラーズ
・ホームタウン協議会が連携し、婚活
イベントを開催します。ご参加をお待
ちしております。
　　　　　　10月11日(土)午前11時～午後2時
　　　　　　(受付：午前11時)
　　　　　　カシマサッカースタジアム
　　　　　　(集合:カシマサッカーミュージアムロビー)
　　
　25歳～40歳くらいまでの独身男女各10名
　(申込者多数の場合は抽選)
　※男性はホームタウン(鹿嶋市、潮来市、神栖　
　　市、行方市、鉾田市)在住者に限ります。
　　　　　　
　スタジアムのピッチやコンコース、ミュージア
　ム等を利用した婚活イベント
　　　　　　
　男性2,000円　女性1,000円(食事代を含む)
　※参加費は、当日受付で集めます。
　　　　　　
10月5日(日)までに、メールで「info＠city.
itako.lg.jp」宛に、『「恋するスタジアムツ
アー」～IN SUITE BOX～ 参加申込み』と題し、
必要事項(①氏名 ②住所 ③性別 ④年齢 ⑤連絡
先(携帯電話))を明記のうえ申込みください。当
選者には、メールにてご連絡いたします。

※10月11日は試合はありませんが、「オープンス
　タジアム」でもたくさんのイベントが開催され
　ますので、こちらもぜひお楽しみください。
　
        潮来市秘書政策課 TEL.63-1111 内線213

　　　　　  平成27年1月11日(日)
　　　　　　受付：午前10時
　　　　　　式典：午前10時30分～午前11時
　　　　　　潮来市立中央公民館　大ホール
　　　　　　
　平成6年4月2日から平成7年4月1日に生まれた方
　(該当者の方には、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(金)までに
　各公民館(中央・潮来・津知・延方・大生原・牛堀)に
　ご来館のうえ、申込書の提出をお願い致します。な　
　お、ご家族の方による代理申請でも結構です。
※潮来市ホームページ(http://www.city.itako.
　lg.jp/index.php?code=1147)にも案内・申込書

　が掲載されております。

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

筑波大学による茨城鹿行震災復興
シンポジウムを開催します！

日　　時

場　　所

テ ー マ

問合せ
乾燥汚泥 (肥料 )を配布します

日　　時

申込方法

場　　所

申込み・問合せ

水郷潮来直販委員会 新規会員募集

募集期間

問合せ

水郷潮来直販委員会「秋の大収穫祭2014
in 道の駅いたこ」開催

開 催 日

場　　所

イベント

問合せ

問合せ

『法務局休日相談所』開設のお知らせ

日　　時

場　　所

申込方法

『法務局公開講座』開設のお知らせ

日　　時

申込方法

問合せ

アントラーズ×ホームタウン婚活イベント
「恋するスタジアムツアー」～IN SUITE BOX～

日　　時

場　　所

対 象 者

内　　容

費　　用

申込方法

申込み・問合せ

日　　時

場　　所

メニュー

対 象 者

募集人数

問合せ

持 ち 物

申込方法

乳製品を使った料理教室に参加してみませんか？

参 加 費

水郷まちかどギャラリー展示案内

期　間 催し物名
展示
内容

備　考

10/1(水)
～
10/5(日)

第21回
もなみ会展

絵画
午前10時～午後5時
最終日は午後3時まで

10/7(火)
～
10/13(月)

第3回 北英
エコー会
水彩画展

絵画
午前10時～午後5時
初日は午後1時から
最終日は午後3時まで

入場無料

問合せ

常陽年金相談日のお知らせ

場    所

日　　時

持参するもの(初めて相談される方)

問合せ

内　　容

平成27年「新成人のつどい」を開催します

日　　時

新成人該当者

問合せ

場　　所

男の料理教室に参加してみませんか？

日　　時

場　　所

参 加 費

申込方法

申込締切

申込み・問合せ

募集人数

平成2 6年度　鹿行広域事務組合
職員採用試験案内

職種・採用予定人員

試 験 日

受験資格

申込期間

道の駅いたこは、関東道の駅アワード 2014
プレミアム 30に選ばれました！

　
場」
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発　表　部　門

   民謡民舞
【日　時】11月7日(金)
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　午後0時45分～1時45分
　　　　　午後2時30分～5時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】土子 やす　TEL.62-4335

　 邦　楽
【日　時】11月7日(金)
　　　　　正午～午後0時45分
　　　　　午後1時45分～2時30分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】仲澤 永勧　TEL.63-0292

　 大正琴
【日　時】11月8日(土)午前10時～11時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】橋本 英雄　TEL.66-4300

　 ギターアンサンブル
【日　時】11月8日(土)午前11時～11時30分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】平松 和司　TEL.63-1533

　 ハワイアン・フラ
【日　時】11月8日(土)午前11時30分～正午
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】志村 乃婦　TEL.64-6587

   吟詠剣詩舞
【日　時】11月8日(土)正午～午後1時30分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】大川 吾風　TEL.67-5176

　 邦　舞
【日　時】11月8日(土)午後1時30分～4時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】香取 トキ子　TEL.63-1008

　 いきいきITAKOスポーツクラブ
　  　 潮娘よさこい連
【日　時】11月8日(土)午後4時～4時15分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】篠塚 優子 TEL.090-2533-5953

　 コーラス
【日　時】11月9日(日)
　　　　　午前9時30分～10時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】額賀 真理子　TEL.66-3000

 　水郷民俗研究会資料展
【会　場】中央公民館(体育室)

　 絵手紙展
【内　容】絵手紙
【会　場】中央公民館(体育室)
【申込先】柳町 拓郎　TEL.63-2138

　 華道展
【内　容】立華・生花・投入れ・
　　　　　自由花・その他
【会　場】中央公民館(大ホール)
【申込先】大川 暁子　TEL.67-5045

　 盆栽展
【内　容】盆栽・おもと・山野草など
　　　　　の盆作り物
【会　場】中央公民館(大ホール)
【申込先】石津 和男　TEL.63-0581

　 文芸展
【内　容】俳句、短歌などの自由作品

を短冊、色紙、仮巻にした
ためて出品。

【会　場】中央公民館(体育室)
【申込先】上原 國男　TEL.66-0121

　 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
【会　場】中央公民館(体育室)
【申込先】岩本 昌憲　TEL.62-4073　
　 着装展
【会　場】中央公民館(1階和室)
【申込先】山田 教子　TEL.62-3168

　 陶芸展
【内　容】陶器
【会　場】中央公民館(工作室)
【申込先】高橋 武久 TEL.63-2434

　 手工芸展
【内　容】パッチワーク･組ひも･籐工芸
　　　　　･押花･編物･洋裁･和裁・カ
　　　　　ントリードール等の手工芸作品
【会　場】水郷まちかどギャラリー(1階)

【申込先】魚路 恵子  TEL.66-4192

  高齢者作品展
【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
【会　　場】中央公民館(体育室)　　

　郷土史研究会写真パネル展
【内　容】潮来市内の文化財写真パネル展

【会　場】中央公民館(2階研修室)

　ボタニカルアート展
【内　　容】植物画
【出品資格】市内在住の愛好者
【会　　場】中央公民館(体育室)
【申 込 先】山﨑 恭子　TEL.66-6373  

　潮来教育会児童生徒作品展
【内　容】絵画・書道
【出　品】潮来市立小中学校
　　　　　　児童生徒(代表)
【大きさ】絵画…60cm×45cm以内
　　　　　書道…半紙
　　　　　　　(小学校1･2年生は硬筆)
【会　場】中央公民館(体育室)

　保育園(所)･幼稚園作品展
【内　容】絵画・工作
【出  品】市内の保育園(所)･幼稚園児

【大きさ】担任の先生に一任します。
【会　場】中央公民館(体育室)

　 身障者作品展・即売会
【内　容】絵画･書道･写真･ちぎり絵･
　　　　　花販売
【出品資格】
　市内在住･在勤で、身体障害者手帳を
　所持されている方
【会　場】中央公民館(体育室)
【申込先】
　潮来市社会福祉協議会 TEL.63-1296

　　ワークス作品展・即売会
【内　容】心身障害者福祉ワークス
　　　　　作品展･即売会
【会　場】中央公民館(体育室)　
　 消費生活展
【会　　場】中央公民館(体育室)

　 延方生活学校展
【会　　場】中央公民館(体育室)　 
　 ピコット作品展
【会　　場】中央公民館(体育室)

　 ふれあい潮来作品展
【会　　場】中央公民館(体育室)

　 いきいきITAKOスポーツクラブ
【会　　場】中央公民館(玄関ホール)

　申込受付をされた後、下記の日程で作品
を各自で搬入･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。よ
ろしくご協力お願いいたします。
　※期限厳守でお願いします。

・準備日…11月6日(木)午前9時30分～正午
・搬入日…11月6日(木)午後1時～2時
　　　　　　　　　　 午後2時～5時(装飾)
・搬出日…11月9日(日)午後3時

【問合せ】潮来市文化協会事務局(潮来市教育委員会、潮来市中央公民館)　TEL.66-0660

第38回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内第38回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内第38回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内 11月7日(金)～9日(日)

期 日 会　　場　中央公民館・潮来公民館・水郷まちかどギャラリー
　　　　　津知公民館・延方公民館・アイモアJOYホール
主　　催　潮来市文化協会・第38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・市内在住の愛好団体・愛好者

文化祭出品申込期限は

１０月１４日（火）です。１０月１４日（火）です。１０月１４日（火）です。
各部門の【申込先】まで、お早めにお申し
込みください。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
場合もございますのでご了承ください。

       　活　動　部　門
午前9時～午後4時30分(最終日は午後3
時まで）※囲碁・将棋は標記のとおり。

   囲　碁
【日　時】11月9日(日)
　　　　　午前9時～午後3時
【会　場】延方公民館(和室)
【参加費】1,000円 (弁当代含む)

【申込先】右松 芳男　TEL.66-1639

   将　棋
【日　時】11月9日(日) 
　　　　　午前9時～午後5時
【会　場】津知公民館(和室)
【参加費】一　　般 1,500円
　　　　　女子･学生1,000円(弁当代含む)

【申込先】出津 稔　TEL. 62-3730

   茶　道 
【内　容】呈茶(ていちゃ)
【会　場】中央公民館(談話室)

　 福祉バザー(れいめい)
【会　場】中央公民館(屋外テント)

　 鹿島育成園バザー
【会　場】中央公民館(屋外テント)

　 家庭排水浄化推進協議会
【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
【会　場】中央公民館(屋外テント)

　 カラオケ
【日　時】11月9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
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】仲澤 永勧　TEL.63-0292

　 文芸部 
【日　時】11月9日(日)
　　　　　　13時15分～13時45分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】 実川五百子 TEL.090-2236-9573

   手　品
【日　時】11月9日(日)
　　　　　午後0時30分～1時15分
　　　　　午後3時15分～4時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】坂井 勝　TEL.64-2081

　　　 展　示　部　門
午前9時～午後4時30分
(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、枠縁をつけるなど、
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。
　　　　　釈文を添付すること。
　写　真…四つ切り以上で全紙まで　

(白黒･カラー共)で額入り
又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）

【会　場】中央公民館(体育室)
【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：有木 弘信  TEL.66-6980
　水墨画：深谷 文子　TEL.66-0602


