
　身体の内側の筋肉(インナーマッスル)を鍛えて

姿勢改善やシェイプアップを行います。

　　　　　　6/2、6/9、6/16、6/23、6/30

    　　　　(全5回、火曜日)

　　　　　　午後7時から午後8時30分

　　　　　　潮来市立中央公民館大ホール　　

　　　　　　市内在住または在勤者

　　　　　　20名(定員になり次第締め切ります)

　　　　　　500円(保険代)

　　　　　　フィットネスインストラクター

　　　　　　石倉恵美 氏

　　　　　　　

　ピラティス用ボール、ストレッチマット又は

　バスタオル、体育館シューズ、タオル、飲み物

　(ボールのない方は貸し出しあり)

　　　　　　潮来市体育協会

　　　　　　

　     　　 潮来市日の出3-11

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

○外国人登録証明書から特別永住者証明書への早

　めの切替えをお願いします。

　平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、

特別永住者の方が所持している外国人登録証明書

は、一定の期間、新しくできた特別永住者証明書

とみなされますが、この特別永住者証明書とみな

される期間が満了する日(※)までに、外国人登録

証明書を特別永住者証明書に切り替える必要があ

ります。申請の場所は、お住まいの市区町村の窓

口です。 

(※)外国人登録証明書が特別永住者証明書とみな

　　される期間(有効期間)は次のとおりです。

　(1)平成24年7月9日の時点で16歳以上であった方 

　　①お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替

　　　え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27

　　　年7月8日までに到来する方 →　

平成27年7月8日まで 

　　②お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替

　　　え)申請期間の始期とされる誕生日が平成27

　　　年7月9日以降に到来する方 →

当該誕生日まで 

　(2)平成24年7月9日の時点で16歳未満であった方 

→　16歳の誕生日まで 

　　　　　潮来市市民課 TEL.63-1111 内線113

　悠々塾は事業主体を高齢者クラブ連

合会とし、各地区との連携を図りなが

ら充実した事業を展開しています。健

康で豊かな人生を送るために、悠々塾

で自分にあった楽しみを見つけませんか？

　　　　　

　年5回(6/25、7/16、10/8、11/26、12/10)

　①教養講座(50名)　　　 ②歴史講座(40名)

　③陶芸講座(20名)　　　 ④川柳講座(15名)

　⑤コーラス講座(30名)　 ⑥カラオケ講座(30名)

　⑦絵手紙講座(20名)　　 ⑧民謡講座(25名)

　⑨ハーモニカ講座(20名) ⑩料理講座(20名)

　⑪手話講座(20名)

　　　　　　①開講式(5/21)

　　　　　　②視察研修(1泊2日 と 日帰り)

　　　　　　③講座発表会　 ④閉講式　　　　　

            市内在住の概ね60歳以上の方

　　　　　　※バス利用を希望する方は、必ず県

　　　　　　　民交通災害共済にご加入ください。

　　　　　　1コース 5,000円  2コース 7,000円

　　　　　　※別途、材料費等実費あり

　　　　　　かすみ保健福祉センター･潮来公民館

　　　　　　・中央公民館

　　　　　　

　 申込用紙に記入し、受講料を添えて申し込みく

　 ださい。(代理可)

【申込用紙設置場所】

　潮来市かすみ保健福祉センター、市役所市民課

　市ホームページ(http://www.city.itako.lg.jp/

　news.php?code=1007)からもダウンロードできます。

　　　　　　平成27年5月8日(金)

　　   　 　　　 潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　 　　　≪ひまわり≫ TEL.64-5240

　初心者を対象にバドミントン教室を開催します。

　　　　　　6/7、6/14、6/21、6/28、7/5、7/12

　　　　　　7/19 (全7回、日曜日)

　　　　　　午後7時～9時

　　　　　　中央公民館体育室　　　　　 20名　

　　　　　　初心者(市内在住または在勤者)　

　　　　　　2,000円(保険料、シャトル代他)

　　　　　　潮来市体育協会バドミントン部員

　　　　　　　ラケット、体育館シューズ、

　　　　　　　タオル、飲み物

　     　　 潮来市日の出3-11

　　　　　　潮来市立中央公民館 TEL.66-0660

   

　東日本大震災により、り災の判定を受けた自己

　居住用住宅の補修等(地盤改良等の液状化対策工

　事や擁壁復旧工事等の宅地復旧工事も含む)のた

　め、金融機関から資金融資を受けた方

　①全壊・大規模半壊・半壊

　　(住宅を解体または解体予定で、被災者生活再

　　 建支援法の支援金300万円受給予定者を除く)

　②一部損壊

　※金融機関については都市計画課にお問い合わ

　　せください。

　　　　　　利子2％以内の借入利率に相当する額

　　　　　　　　借り入れから5年間

①利子補給金交付申請書(様式第1号)

②個人情報確認同意書(様式第2号)

③住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し

④住宅復興資金の償還表(返済予定表)の写し

⑤工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

⑥り災証明書：税務課発行

⑦納税証明書(市税に未納がないこと)：税務課発行

⑧固定資産税土地・家屋課税明細書：毎年税務課

　から郵送

⑨住民票謄本：市民課発行

⑩戸籍謄本(※親族が借入した場合)：市民課発行

※⑨⑩については、②の提出があれば不要。ただ

　し市内に本籍・住民票があること。

　　　　　　　 平成28年3月31日(木)

　　　　　　　 平成28年10月31日(月)

　※平成28年3月31日までに資金融資を受けた方の

　　申請を平成28年10月31日まで受け付けます。

　　　　　　

　潮来市都市計画課 TEL.63-1111 内線348

　　　　　　4月21日(火)

　　　　　　午前10時～11時45分、午後1時～4時

　　　      ホームジョイ本田 潮来店

   　　　　 潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　　≪ひまわり≫ TEL.64-5240

　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。

　　　　　　4月25日(土)

　　　　　　午後2時キックオフ(開場：午前11時）

　　　　　　県立カシマサッカースタジアム

　　　　　　ヴィッセル神戸

　　　　　　

　【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

　　　　　　カテゴリー4南(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

　　　　　　午前9時30分

　　　　　　3ゲート横イベント窓口

　　　　　　

　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。

　　　　　　鹿島アントラーズコールセンター　

　　　　　　TEL.82-5555(午前10時～午後4時)

　　　　　　5月2日(土) 午後3時キックオフ
　　　　　　　　　　　 (開場：正午)　　
　　　　　　ヴァンフォーレ甲府
　　　　　　県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　鹿島アントラーズコールセンター
　　　　　　TEL.82-5555(午前10時～午後4時)
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　鹿島アントラーズ
　ホームタウンデイズ「潮来の日」

　鹿島アントラーズ
　「ファミリーJoinデイズ」開催! !
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被災住宅復興支援事業(利子補給制度)の
期間延長のお知らせ
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障害見舞金

　ホームタウンの皆さん、今年の鹿島アントラー

ズ選手会長の西大伍です。

　5月2日のヴァンフォーレ甲府戦は、ファミリー

Joinデイズです。カシマスタジアムでは、キック

オフ前にはホームタウン5市の特産品配布など、イ

ベントがたくさんあります。選手も協力し、コン

コースへ登場したいと思います。

　ホームタウンの皆さん、ゴールデン

ウィークの思い出づくりに是非ともカ

シマスタジアムに、僕らの試合を楽し

みに来てください。　  西 大伍　　　　　
©:KASHIMA ANTLERS



～踊りのグループを募集します～

　　　　　　あやめまつり期間中の土曜日に

　　　　　　10分間程度の踊りの披露

　　　　　　水郷潮来あやめ園(潮来市あやめ1-5)

　　　　　　

　・参加人数が3名以上であること。

　・参加団体の市内外は問いません。

　・あやめまつりにふさわしい踊りであること。

　・応募多数の場合は事務局にて選考させていた

　　だきます。

　・謝礼、交通費等の支給はありません。

　　　　　　

  　申込用紙に必要事項をご記入のうえ、

  　事務局へFAX、E-mailもしくは

　　観光商工課までご持参ください。

　※申込用紙は、観光商工課窓口または潮来市　

　　ホームページからダウンロードができます。

　　URL:http://www.city.itako.lg.jp/kanko　　

　　　　　　5月7日(木)

　　　　　　

　水郷潮来あやめまつり大会実行委員会事務局

　(潮来市役所観光商工課内) 

　TEL.63-1111、FAX.80-1100、　　

　E-mail.kankou@city.itako.lg.jp

あ

　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10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

　「平成27年新成人のつどい」に出席された方々へ

記念写真集を贈呈しています。代理の方でも結構で

す。お早めに中央公民館までお越しください。

　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

問合せ

　毎日の暮らしの中で起こるさまざまな

問題を解決するための相談です。

　いじめ、差別問題、家庭内の問題、金銭貸借、

借地借家、近隣間のもめごと等について人権擁護

委員が相談に応じます。予約不要・秘密厳守・相

談無料。

　　　　　　4月16日(木)

　　　　　　午前10時～午後3時(正午～1時を除く)

　　　　　　津知公民館

　　　　　　潮来市市民課 TEL.63-1111 内線114

こちらでも相談を受けています。

○常設相談所

　水戸地方法務局鹿嶋支局(鹿嶋市役所隣) 　　　

　 TEL.0299-83-6000、月・水・金曜日(予約優先)

○全国共通　人権相談ダイヤル TEL.0570-003-110

　一般の方も参加できる入札により不動産を公売

します。

　　　　　　6月2日(火)

　　　　　　午後1時20分～2時　　　　　　

　　　　　　水戸合同庁舎2階大会議室

　・売却区分番号：27－10

　・見積価格：1,910,000円(公売保証金200,000円)

　・財産の表示(登記簿による表示)

　  (土地)

    　(1)所在：潮来市日の出三丁目、地番：6番9

　 　　　地目：宅地、地積：207.48㎡

　　(建物)

   　 (2)所在：潮来市日の出三丁目6番地9、

　　　　 家屋番号：6番9、種類：共同住宅、

 　　　　構造：木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建、

　　　　 床面積：1階69.56㎡、2階69.56㎡

　※中止になる場合があります。

　　　　　　茨城租税債権管理機構

 　　　　　 TEL.029－225－1221

　日々の介護の悩みや思いなどをはき出したり、

最近の情報を交換したり当事者が交流できる場と

なっています。申込不要。

　　　　　　毎月第3木曜日 午後1時～3時

　　　　　　(途中参加・途中退席可)

　　　　　　鹿島病院 社会復帰センター

　　　　　　認知症の方を介護されているご家族

　　　　　　・ご本人

　　　　　　潮来保健所保健指導課

   　　　　 TEL.0299-66-2174

  介護予防のために、体を支え(支持)・動かす(運
動・移動)役割をする運動器を改善・予防するため
の運動方法を実践し、運動の楽しさや爽快感を実
感して、体力維持を目指しましょう。
　　　　　　5月13日・20日・27日                
　    　　　6月 3日・10日・17日・24日
　　　　　　7月 1日・ 8日・15日
　　　　　　すべて水曜日の全10回
        　　午前10時30分～12時00分まで
　　　　　　ヘルスランドさくら

  要介護認定を受けていない65歳以上の市民の方
　で、トレーニングマシンなどを使った運動器運
　動に参加を希望される方。
　　　　　　先着20名
　　　　　　健康運動指導士の有資格者

(1)平成27年　4月13日(月)から保険年金課備え付
　 けの申込書で申し込んでください。
(2)申込書には、緊急連絡先を記載していただきま              
   すので、事前に了解を得ておいてください。
(3)参加費は無料ですが、施設使用料として1回            
　 当たり一般の方は250円・70歳以上の方は100円               
　 をご負担いただきます。
(4)運動しやすい服装で、各自、タオル・飲み物・  
　 室内シューズ・TGSキー(すでにお持ちの方)を
　 持参してください。
(5)TGSキーをお持ちでない方は、500円で購入する 
　 ことができます。
(6)道の駅いたこの｢無料送迎バスあやめ号｣を利用
　 して参加することができます。
　　　　　　潮来市役所 保険年金課
　　　　　　電話63-1111 内線123・124

            4月18日(土)午前10時～正午(予定)
　　　　　　水郷県民の森 ビジターセンター前
　　　　　　春の緑芽の観察
　　　　　　　　飲み物等
　　　　　　水郷県民の森管理事務所
　　　　　　TEL.64-6420

　　　      4月15日(水)午後1時～
　　　　　　(毎週水曜日全30回)
   　　　　 潮来市立前川市民プール
　　　　　　
　入会費1,000円、年会費5,000円、(70歳以上3,000円)
　※プールキャップは、当日販売しています。

　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

　手話によるコミュニケーションの技術及び聴覚

障害の関連知識を習得し、手話活動を行い得る手

話奉仕員を養成する講座を開催します。

　　　　　　5月9日～平成28年2月、毎土曜日

　　　　　　午後7時～9時

　　　　　　鹿嶋市まちづくりセンター

　　　　　　

　①手話技術(表現･読み取り会話･同時通訳の基礎)

　②関連知識(聴覚障害者の生活・教育・社会活動

　　・制度の基礎知識)

　③体験学習(聴覚障害者団体が行うレクや研修会

　　等行事への参加)

　　　　　　入門(全35回)　定員:20名

　　　　　　基礎(全35回)　定員:20名

　　　　　　

　入門コース：手話学習を希望する初心者の方

　　　　　　　(高校生以上)

　基礎コース：入門コース修了者又は手話の基礎

　　　　　　　がある程度できる方(高校生以上)

　　　　　　5,000円

　　　　　　(受講料の他にテキスト代3,000円(税

　　　　　　別)が必要になります。)　

　　　　　

　事前の申し込みの受付は行いません。各コース  

  とも当日、会場でお申し込みください。

　鹿行手話奉仕員養成委員会

　越地 FAX.0299-3217-3811、菅谷 TEL.090-3217-3811

　　　　　　4月21日(火)午後1時～5時頃

　　　　　　潮来保健センター(潮来市辻779)

　　　　　　相談は予約制です。相談日の1週間前

　　　　　　までにお申込み下さい。

　※巡回相談は医師、理学療法士、看護師、身体

　　障害者福祉司が相談に応じます。

　※高次脳機能障害相談は高次脳機能障害相談支

　　援員が相談に応じます。

　　　　　　　　　茨城県福祉相談センター　

　　　　　　　　　TEL.029-221-4150

※入場無料・月曜日休館
　　　　　           　水郷まちかどギャラリー
           　　　　　　TEL.63-3113

場    所

日　　時

対 象 者

問合せ

認知症の家族のつどい i n  鹿行

あやめまつりで『踊りの披露』を
してみませんか

申込方法

特 設 人 権 相 談 所 開 設

自 然 植 物 観 察 会

集合場所

日　　時

内　　容

問合せ

持参するもの

日　　時

申込締切

場　　所

問合せ

日　　時

場　　所

公売対象不動産

問合せ

茨城租税債権管理機構 不動産公売のお知らせ

内　　容

場　　所

申込条件

申込み・問合せ

あやめ園整備事業に参加しませんか

日　　時

内　　容

場　　所

持参するもの

問合せ

新成人のつどいに参加された皆さんへ

問合せ

「さわやか体操・楽々塾」参加者募集

期　  日

時　　間

場　　所

対 象 者

募集人員

講　　師

問合せ

そ の 他

身体障害者巡回相談・高次脳機能障害相談

いきいきI T A K Oスポーツクラブ
H 2 7年度高齢者水中運動教室開催！

日　　時

場　　所

参加料(会員)

申込み・問合せ

手 話 養 成 講 座 　 受 講 生 募 集

内　　容

場　　所

日　　時

コース・定員

対 象 者

受 講 料

申込方法

日　　時

場　　所

申込方法

申込先・問合せ

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

4/14(火)
～

19(日)

フォト迷
露写真展

写真
午前10時～午後5時
初日は正午から
最終日は午後3時まで

4/21(火)
～

26(日)

鹿嶋篆刻
同好会展

篆刻
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

問合せ
広報いたこ情報版　平成27年 4月12日発行　発行者　潮来市長 原 浩道　〒311-2493 潮来市辻626番地（広報に関するお問い合せは秘書政策課 ℡.63-1111内線211まで）


