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潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成27年度 第 12 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ

　マイナンバー制度施行に伴うシステム改修のた
め、以下の指定期間は、住民票等の証明書が発行
できませんのでご注意ください。大変ご迷惑をお
かけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
　　　　　　
　10月2日(金) 午後5時15分～10月4日(日) 終日
        　　
・潮来市役所(自動交付機)
　  〈住民票・印鑑証明・納税証明・所得証明〉
・中央公民館
 　 〈住民票・印鑑証明・各種税証明〉
※ただし、火葬許可証は対応可
            潮来市市民課 TEL.63-1111 内線113

　このたび、潮来市で食味計を設置しました。生産
されたお米の食味値を測定することができます。食
味値とはお米の成分を食味方式により数値化したも
のです。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。
　　　　　　潮来市役所 農政課
　　　　　　
　10月2日(金)にお米をお預かりします。後日、
　農政課より測定結果を通知します。
※測定日当日は、必要事項をご記入いただき、
　検体玄米(300g)をお預かりします。
　　　　　　
　潮来市農政課　TEL.63-1111　内線264・265

　　　  　　12月27日(日)
            6,000円 (※中高生2,500円)
　　　　　　指揮：井口聖一 管弦楽：茨城交響楽団
    　　　  ※練習など詳細はお問い合せ下さい。
            神栖市文化センター TEL.90-5511

            
            水郷まちかどギャラリ TEL.63-3113

　百里基地航空祭を10月25日(日)に一般公開とし
て開催いたします。これに伴い、日頃からご協力
いただいている基地周辺ご在住の皆様へ、前日、
10月24日(土)の特別公開に抽選によりご招待いた
します。
　　　　　　10月24日(土) 午前9時～午後3時
　　　　　　・航空機の飛行及び展示
　　　　　　・戦闘機コクピットの公開
　　　　　　・各種装備品の展示など

　11市町(水戸市、石岡市、ひたちなか市、鹿嶋市
　潮来市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、
　小美玉市、茨城町、大洗町）に在住の方

　往復はがきにより、10月15日(木)【必着】まで
　に百里基地へお申し込みください。
 

※当日、招待券(返信はがき)のない方は、入場で
　きません。ご了承ください。

　駐車場には限りがあるため、ＪＲ石岡駅からの
　シャトルバス(有料)をご利用ください。
　お車での入門は、入門許可証を記した招待券
　(返信はがき)をお持ちの方のみとなります。

　航空自衛隊 第7航空団 監理部広報班 
  TEL.52-1331 内線2587

　　　　　　11月1日(日) 午前10時30分～午後3時

　　　　　　(受付10:00～)

　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　

・【講演】 ストーマケア他

　　講師：呉屋 朝幸 先生 (小山記念病院)

・【展示・説明等】

　　ストーマケア他悩み事相談及び装具

       　　 1,000円 (昼食代他)

　　　　　　10月20日(火)までに電話・FAXでお申

　　　　　　し込みください。

　公益社団法人日本オストミー協会茨城県支部

　TEL.090-6510-9619　FAX.83-7610 (担当：宮下)

　発達障害を中心に児童虐待、災害時の子ども支
援など、子どもの福祉について学ぶための講演で
す。(申込み・参加費不要)
　　　　　　10月18日(日) 午前10時～正午
          　(受付9時30分～)
　　　　　　潮来公民館　大ホール
　　　　　　福地 成 氏(児童精神科医)
　　　　　　みやぎ心のケアセンター 地域福祉部長
            300名
            潮来市市民福祉課 TEL.63-1111
　　　　　　　　　　　　　　 内線386・394
　　　　　　

            10月18(日) 午後1時～3時30分
　　　　　　潮来公民館
　　　　　　約30名
　　　　　　無料
            10月9日(金)まで

・｢子どもの安全～乳幼児に
　よくある病気と事故の対処法～｣
　高松 薫 氏(神栖済生会病院 小児救急看護認定看護師)
・｢活動報告～ファミサポってこんなこと～｣
※午前中に同会場で行われる講演会｢地域で見守る
　子どもの育ち｣から引き続き参加される方には
　昼食がつきます。
　　　　　　　　　　　　(潮来市市民福祉課内)
　ファミリー・サポート・センター TEL.63-1779

　成年後見の専門家である司法書士・社会福祉士
による成年後見、遺言、相続等に関する無料相談
会を開催します。
　　　　　　10月24日(土) 午前10時～午後3時
　　　　　　鹿嶋市まちづくり市民センター　
　　　　　　(鹿嶋市大字宮中4631-1)
　　　　　　面談による相談 (要予約)

　会場や時間の都合により、相談に応じられる件
　数に限りがありますので、前日までにお電話で
　ご予約ください。

　(公社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部
　TEL.029-302-3166 (水戸市五軒町1-3-16)

・うしぼり幼稚園 TEL.64-5766・延方幼稚園 TEL.66-2533

　介護される人も快適で、介護者も出来るだけ力
を使わず、楽々介護のコツについて次の日程で教
室を開催します。参加費は無料です。(ご来場の際
は体を動かしやすい服装でお越し下さい。)
　　　　　　10月17日(土) 午前10時～11時30分
　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター
　　　　　　｢介護する人もされる人も楽に明日か
　　　　　　らすぐに実践できる介護技術｣
　　　　　　かすみウェルフェアサービス
　　　　　　・管　理　者：松崎 佐一郎 氏
　　　　　　・理学療法士：石橋 淳一　 氏
　
・潮来市高齢者総合相談センターあやめ
　TEL.80-2223 (橋本・堀越・岡田・飯島・戸辺) 
・潮来市高齢者総合相談センター福楽園
　TEL.64-6767 (岩田・沼田・奥村)

　　　　　　11月8日(日) 午前8時30分～正午
　　　　　　鉾田水処理センター集合
　　　　　　(鉾田市安塚地先)
　　　　　　
　鹿行大橋から鉾田水処理センターまで約9km程度
　のウォーキングまたは、鉾田水処理センター周
　辺での自然観察会（申込時に選択）
　　　　　　100円(保険代として)
            10月20日(火)まで

　北浦水質レスキュー隊連絡会議事務局
　茨城県鹿行県民センター (環境・保安課：小田)
　TEL.0291-33-6056、FAX.0291-33-5638

　　　　　　平成28年1月10日(日) 午前10時30分～

　　　　　　(受付開始：午前10時～)

　　　　　　潮来市立中央公民館　大ホール

　　　　　　平成7年4月2日～平成8年4月1日

　　　　　　生まれの方

　　　　　　(11月中旬に案内状を発送する予定です)

　　　潮来市に住民登録がない方について

　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(土)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いたします。ご家族の
　方による代理申請も可能です。
　※申込書は各公民館に備え付けてあります。
　また、潮来市HP(http://www.city.itako.lg.jp/)
　でもダウンロードをすることができます。

　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

市役所（自動交付機）・中央公民館　
証明書発行業務停止のお知らせ

問合せ

停止内容

｢知って得する介護のコツ｣
合同介護者教室開催のお知らせ

幼稚園未就園児園庭開放のお知らせ

問合せ

百里基地航空祭「特別公開」のお知らせ

問合せ

停止期間

問合せ

平 成 2 8 年 「 新 成 人 の つ ど い 」 開 催 の お 知 ら せ
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１ ご自分のお名前

２ ご住所
（１１市町以外は無効）

３ お電話番号

４ ご同行者のお名前

５ 来場手段

お車で来場される場

合は、車種、車番
（乗用車１台まで。２台

以上は 無効とします。）

１ ご自分のお名前

２ お電話番号

３ お車で来場される場

合は、車種、車番

（空白）

お車の入門許可証を

こちらに追記しますので

何も記載しないで下さい

交通手段

日　　時

申込み・問合せ

場　　所

内　　容

講　　師

申込み・問合せ

第13回北浦一周ウォーキング参加者募集

日　　時

場　　所

内　　容

参 加 費

申込期限

｢鹿行地区ストマー講習会｣開催のお知らせ

問合せ

内　　容

参 加 費

申込方法

日　　時

場　　所

開 催 内 容 うしぼり幼稚園 延方幼稚園

秋季大運動会 10月 4日(日) 10月 3日(土)

さつまいも堀り 10月19日(月)

親子ふれあい遊び 11月19日(木)

クリスマス製作 12月 3日(木) 12月16日(水)

節分(製作と豆まき)  2月 3日(水)  2月23日(火)

※参加希望者はお問い合せください。

場　　所

利用方法

申込み・問合せ

お米の食味値測定のご案内

神栖市市制施行１０周年記念　市民音楽祭
ベートーヴェン「第九」合唱団員の募集について

開 催 日

そ の 他

参 加 費

問合せ

日　　時

場　　所

内　　容

定　　員

参 加 費

申込締切

申込み・問合せ

｢子育て応援研修会｣開催のお知らせ

水郷まちかどギャラリー展示案内

問合せ

日　　時

場　　所

｢子どもの福祉について講演｣開催のお知らせ

講　　師

定　　員

問合せ

相談方法

高齢者・障がい者のための成年後見相談会

会　　場

そ の 他

日　　時

申込み・問合せ

期　間 催し物名 展示内容 備　考

9/30(水)
～

10/4(日)

第22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

10/10(土)
～

10/18(日)
額賀英世 水彩画展 絵画

午前10時～午後5時
最終日は午後3時まで
12日(月)開館
13日(火)休館

開館時間は午前10時～午後5時・入場無料・月曜日休館



発　表　部　門

   民謡民舞
【日　時】11月8日(日)
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　午後0時45分～1時45分
　　　　　午後2時30分～4時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】加治 三与　TEL.66-6765

　 邦　楽
【日　時】11月8日(日)
　　　　　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6日(金)
           午前10時30分～11時15分
【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6日(金)午前11時15分～45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6日(金)
　　　　　午前11時45分～午後0時30分
【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6日(金)午後0時30分～2時
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】大川 吾風　TEL.67-5176
　　　　　杉林 友子　TEL.66-4655

　 邦　舞
【日　時】11月6日(金)午後2時～4時30分
【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(日)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7日(土)午後3時～3時45分
【会　場】アイモアJOYホール
【申込先】額賀 真理子　TEL.66-3000

　 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】柳瀬　節子　TEL.66-1788

　 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、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】伊藤 智津子　TEL.63-0236

　 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】新荘 千代  TEL.62-3196

  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
【内　容】絵画･書道･写真･ちぎり絵　
【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)

  鹿島育成園作品展
【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)

　吊し雛かざり
【会　場】中央公民館(玄関ホール)

  筑波大学CRプロジェクト潮来チーム
【会　場】中央公民館(3階研修室)

　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5日(木)午前9時30分～正午
・搬入日…11月5日(木)午後1時～2時
　　　　　　　　　　 午後2時～5時(装飾)
・搬出日…11月8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39回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内第39回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内第39回 潮来市民文化祭 募集･開催のご案内 11月6日(金)～8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39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 ９日（金）です。１０月 ９日（金）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8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】齋藤 武　TEL.62-4040

   将　棋
【日　時】11月8日(日) 
　　　　　午前9時～午後5時
【会　場】津知公民館(和室)
【参加費】一般男子 1,500円
　　　　　女子･学生1,000円
【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7日(土)
　　　　　午前10時30分～正午
　　　　　午後1時30分～3時
　　　　　午後3時45分～5時30分
【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7日(土)午後1時～1時30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7日(土)正午～午後1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】
　　　　　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)

　　　　　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。

　　　　　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。

　　　　　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

 　水郷民俗研究会資料展
【会　場】中央公民館(体育室)

絵画

書道

水墨画

写真
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