
ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infoation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation　ITAKO Public Infomation

情報版 広報情報版 広報

潮来市シンボルマ－ク潮来市シンボルマ－ク

平成28年度 第 3 号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 来年度は民生・児童委員制度 100 周年です。

民生・児童委員とは？

　・民生・児童委員は、あなたの相談相手です。

　・民生・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱さ

れています。

　・民生委員は、児童委員も兼ねています。

　・各地域において、常に住民の立場にたって相

談に応じます。

　・社会福祉の増進に努めています。

　・必要なサービスが受けられるよう、関係機関

との「つなぎ役」になります。

　・何かに悩んでいるときは、是非お近くの民

生・児童委員にご相談ください。

　・あなたの心配ごとの相談にのり、解決のお手

伝いをするのが、民生・児童委員です。

民生・児童委員のキャンペーンを開催します。

　地域の皆様に、民生・児童委員の活動内容を知っ

ていただくため、市内2箇所のショッピングセン

ターで、ティッシュ配布等の周知活動を行います。

　　　　　　5月20日(金)午後4時～

　　　　　　潮来ショッピングセンター アイモア

　　　　　　（潮来市潮来前6065）

　　　　　　ショッピングプラザ ララルー

　　　　　　（潮来市永山777）
　　　　　潮来市社会福祉課　　　　　潮来市社会福祉課

　　　　　TEL.63-1111内線391　　　　　TEL.63-1111内線391

「小堀進と弟子たち展」オープニングセレモニー開催

　日時　5月29日（日）午前10時～10時30分

　場所　水郷まちかどギャラリー（潮来市潮来182-3）

　　　　　　無料

　　　　　　午前10時～午後5時（休館日　月曜日）
　　　　　　　　　　　　水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

　障害を持つ方が使用する軽自動

車、もしくは生活を共にする方が

障害を持つ方のために使用する軽

自動車には減免制度があります。

減免を受けようとする方は、次の

書類を添えて提出して下さい。

　なお、減免できる軽自動車は１台です。ただし

普通自動車（県税）で減免を受けている場合は該

当になりません。

　障害の等級によって一定の要件がありますの

で、詳細はお問い合わせ下さい。

　　　　　　平成28年5月31日(火)

　（１）軽自動車税減免申請書（税務課にありま

す）

　（２）身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手

帳又は精神障害者保健福祉手帳

　（３）運転免許証のコピー

　（４）車検証のコピー

　（５）軽自動車税納税通知書

　（６）印鑑

※昨年度減免を受けている方で、車種・所有者・

障害者手帳等に変更がない場合、次の提出書類に

なります。

　（１）軽自動車税減免要件等確認書（昨年減免

された方には送付します。）

　（２）軽自動車税納税通知書

　（３）印鑑

　　　　　潮来市税務課　　　　　潮来市税務課

　　　　　　　　　　TEL.TEL.63-1111内線132～13463-1111内線132～134

　毎日の暮らしの中で、行

政サービスについて制度や

仕組みが分からないなど、

困り事や望んでいる事があ

りましたら、お気軽にご相

談ください。無料・秘密厳

守で相談できます。

　　　　　　5月18日（水）　午後1時～午後3時

　　　　　　津知公民館（学習室２）

　　　　　　　　行政相談委員　久保木　裕さん

　　　　　　牛堀公民館（相談室）

　　　　　　　　行政相談委員　明間　愛子さん

　　　　　　　　　　潮来市秘書政策課潮来市秘書政策課

　　　　　　　　　　TEL.63-1111内線205　TEL.63-1111内線205　

　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月１日(水)・８日(水)

　　　　　　１５日(水)・２２日(水)・２９日(水)

　　　　　　７月６日(水)・１３日(水)

　　　　　　（全７回　水曜日）

　　　　　　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

　　　　　　（潮来市日の出３－１１）　

　　　　　　市内在住または在勤者

20名

（応募者多数の場合は抽選とさせて

いただきます）

　　　　　　５月１７日(火)まで

　　　　　　（受付時間：午前９時～午後５時）

　　　　　　500円（保険代）

　　　　　　運動指導士　佐藤容子先生

ストレッチマット又は大きめのバスタ

オル（下に敷くもの）・汗拭き用タオル・

飲み物

　　　　　　潮来市体育協会

　潮来市教育委員会生涯学習課　潮来市教育委員会生涯学習課（潮来市日の出 3-11）（潮来市日の出 3-11）

　TEL.66-0660　TEL.66-0660

　認知症は誰にでも起こりうる

病気です。認知症を正しく理解

し、認知症の方とその家族を見

守るサポーターになって下さる

方を募集します。安心して暮ら

せるまちをみんなで作っていき

ましょう。

　　　　　　6月15日（水）

　　　　　　午後1時30分～午後3時30分　

　　　　　　潮来市社会福祉協議会(潮来市辻765)

　　　　　　潮来市在住の方　　

　　　　　　先着20名

　　　　　　無料

※自治会や有志の集まりで出張講座を行うことも

できます。お気軽にお問い合わせ下さい。

　潮来市地域包括支援センター(潮来市辻765)　　潮来市地域包括支援センター(潮来市辻765)　

　TEL.63-1288　TEL.63-1288

　平成28年度の狂犬病予防注射（集合注射）を実
施します。犬の具合が悪い場合は、無理をせず動物
病院で注射を受けてください。また、犬の死亡・住
所変更・所有者の変更があった場合は、市に届出を
してください。
　　　　　　6月7日（火）～6月11日（土）
※時間、場所については、広報いたこ5月号・ホー
ムページをご覧いただくか、市環境課までお問い
合わせください。
　　　　　　【新しく犬を飼った場合】
　　　　　　　①印鑑
　　　　　　　②料金5,350円
　　　　　　【登録している犬】
　　　　　　　①市からの通知※押印してきてください。
　　　　　　　③料金3,350円
　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により登録
を行わなければなりません。そして、年1回の「狂犬
病予防注射」を受けることが義務づけられています。
　　　　　　　　　　潮来市環境課 TEL.63-1111内線252～253潮来市環境課 TEL.63-1111内線252～253

　　　　　　平成28年5月15日（日）
　　　　　　8:30～10:30（受付8:00～）
　　　　　　水郷潮来あやめ園(潮来市あやめ1-5)

長靴などの作業のしやすい服装でご
参加ください。
小雨でも決行します。
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。

　　　　　水郷潮来あやめまつり大会事務局　　　　　水郷潮来あやめまつり大会事務局
　　　　　（潮来市役所産業観光課内）　　　　　（潮来市役所産業観光課内）
　　　　　TEL.63-1111内線241～244　　　　　TEL.63-1111内線241～244

　長年地域の発展にご貢献いただいた方々をご招
待し、ご長寿を祝福する潮来市敬老会を開催いた
します。皆様に楽しんでいただける催しもござい
ますので、お誘いあわせのうえご出席くださいま
すようお願いします。
　　　　　　９月２５日(日)

富士屋ホテル別館開化亭
（香取市扇島１２２３－８）
昭和17年4月1日以前にお生まれの方（75歳以上）

★6 月下旬から 8 月下旬にかけて、出席者の参加とりまとめを実
施します。地区区長・協力員の皆様のご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111内線125・121潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111内線125・121

愛犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに

軽自動車税の減免について

行政相談のお知らせ

５月１２日は民生・児童委員の日です。 ピラティス教室参加者募集

水郷まちかどギャラリー展示案内
認知症サポーター養成講座受講の募集

平成２８年度市民あやめ園整備事業

潮来市敬老会のお知らせ
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5/ 7（土）
～ 

5/12（木）

全日写連麻生
支部写真展

写真
最終日は
午後 3時まで

5/14（土）
～ 

5/15（日）

薫風展
～いたこ盆栽
愛好会～

盆栽
最終日は
午後 3時まで

 5/21（土）
～   

 6/26（日）

小堀進と弟子
たち展

小堀進 
他 11 人の絵画

会期中休館日なし
最終日は
午後 3時まで

 6/29（水）
～  

 7/ 3（日）

アトリエＥＭ
ＩＫＯの楽し
い 仲 間 た ち
パッチワーク・
キルト展

パッチワーク
最終日は
午後 3時まで
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①園庭自由開放
　うしぼり幼稚園では、地域の皆様の子育て支援
の一貫として、未就園児とその保護者の皆様に、
園庭を開放し、自由に遊んでいただく機会を設け
ました。
　5月から3月にかけて、毎月第1月曜日に開催しま
す。（5月、10月、1月、2月　第3月曜日）事前の
申込みは、必要ありません。

②在園児と一緒に活動できる日
　年間8回を予定しています。1学期の予定は次の
とおり2回です。

　②については、うしぼり幼稚園に開催の3日前ま
でに、電話で申し込みください。
　　　　　　　　　　潮来市立うしぼり幼稚園（潮来市堀の内984-1）潮来市立うしぼり幼稚園（潮来市堀の内984-1）
　　　　　TEL.64-5766　　　　　TEL.64-5766

　　　　　　６月１日(水)・１５日(水)・２９日(水)
　　　　　　７月６日(水)・２０日(水)
　　　　　　８月３日(水)・１７日(水)
　　　　　　（全７回）
　　　　　　午前１０時～　　

リンパの知識を学びながら、体内の
滞ったリンパ節の循環を改善し健康
な体づくりをする体操です。

　　　　　　潮来市立中央公民館大ホール
　　　　　　（潮来市日の出３－１１）　
　　　　　　市内在住又は在勤者（※成人女性に限る。）

20 名（申込み多数の場合は抽選とさせていただきます）
5 月 17 日 ( 火 ) まで
（受付時間：午前 9時～午後 5時）
500円（保険代）
リトミック体操インストラクター　
ＮＰＯ法人トータルバランス療法リ
ンパマスター　秋葉みどり先生
ストレッチマット又は大きめのバスタ
オル（下に敷くもの）・汗拭き用タオル・
飲み物

　　　　　　潮来市体育協会

　潮来市教育委員会生涯学習課　TEL.66-0660　潮来市教育委員会生涯学習課　TEL.66-0660

　　　　　　６月５日（日）予選・決勝
　　　　　　午前８時００分　集　　合
　　　　　　午前８時１５分　開 会 式
　　　　　　午前８時３０分　試合開始

※参加チーム多数で試合消化ができなかった
場合には、決勝を別日に行うこともあります。

　　　　　　日の出中学校体育館（潮来市日の出 3-9-18）
　　　　　　潮来市体育協会
　　　　　　潮来市体育協会ソフトバレーボール部
　　　　　　・潮来市在住であること。
　　　　　　・同学区の者同士でチームを作ること（小学校区）
　　　　　　・高校生以上であること。
　　　　　　・ソフトバレーボールのルールを知っていること。
　　　　　　５名以上８名以内男女混合　女子のみのチームOK
　　　　　　高校生（全員）　　無料
　　　　　　一般１チーム　　　１，５００円

５月９日（月）～５月２３日（月）の
午前９時から午後５時まで

　　　　　　潮来市教育委員会生涯学習課
　　　　　　住所　潮来市日の出３－１１
　　　　　　TEL.　６６－０６６０
　　　　　　　　　　潮来市体育協会ソフトバレーボール部潮来市体育協会ソフトバレーボール部
　　　　　草野　携帯　090-3007-9534　　　　　草野　携帯　090-3007-9534
※参加賞はありません。
※予選落ちした人が、決勝に残ったチームに入ることは認めません。

　　　　　　７月６日（水）
　　　　　　ジェイゴルフ霞ヶ浦（潮来市茂木279-1）
　　　　　　先着１８０名（１チーム：４名以上７名）
　　　　　　※定員になり次第締め切ります。
　　　　　　９，０００円/人・セルフプレー

（参加費・プレー費・昼食・消費税・利用税込み）
　　　　　　※キャディ付きは（４Ｂ・3,085円、
　　　　　　３Ｂ・4,085円）で先着13組
　　　　　　・１チーム：４名以上７名までによる団体戦。
　　　　　　・順位は上位４名のネットの合計とする。
　　　　　　・ハンディの算出はペリア方式とする。
　　　　　　・潮来市民または潮来に勤務する者
　　　　　　　及び市内の各種団体で構成するチーム。
　　　　　　・同一団体で複数チームの参加ＯＫ。
　　　　　　・３名以下の団体は近隣団体との混成を認める。

潮来市教育委員会 生涯学習課 又は
潮来グリーンランドゴルフ練習場へ
「参加申込書」に必要事項を記入し
６月１５日（水）までに申し込みく
ださい。（ＦＡＸ可）
申込用紙については、各地区公民館
にもあります。

　　　　　潮来市教育委員会 生涯学習課　　　　　潮来市教育委員会 生涯学習課
　　　　　TEL. 66-0660　FAX.66-4339　　　　　TEL. 66-0660　FAX.66-4339
　　　　　潮来グリーンランドゴルフ練習場　　　　　潮来グリーンランドゴルフ練習場
　　　　　TEL・FAX.64-6184　　　　　TEL・FAX.64-6184

　　　　　　午前10時～午後5時 (入館締切午後4時30分)
　　　　　　月曜日（祝日の場合翌日）
　　　　　　大　人500円・中高生300円
　　　　　　・４歳以上～小学生200円

（イベント情報）

○企画展示「空飛ぶデザイン－BOEING 100年の歴史－」
　　　　　　　６月１日(水)～７月２４日(日)
　　　　　　　航空科学博物館２Ｆ展示室
　　　　　　　入館料のみ
○航空キッズアート展　作品募集
　　　　　　　４月１日(金)～９月３０日(金)
　　　　　　　１１月１日(火)～３０日(水)
　　　　　　　航空科学博物館２Ｆ展示室
○やさしい航空のはなし「航空無線の楽しみ」　
　　　　　　　６月２６日（日）午後１時～
　　　　　　　航空科学博物館１階多目的ホール
　　　　　　　入館料のみ

　　　　　航空科学博物館　航空科学博物館（千葉県山武郡 芝山町 岩山 111-3）（千葉県山武郡 芝山町 岩山 111-3）
　　　　　TEL.0479-78-0557　　　　　TEL.0479-78-0557

　市役所本庁舎及び市内教育施設の放射線量は文
部科学省が示した基準値を十分に下回っており、
健康に影響のあるレベルではありません。

4月20日（水）天候：晴れ
【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潮来市環境課TEL.63-1111内線251～253

　潮来市の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。
採取日：平成28年4月7日(木)

※基準値10Bｑ/kg以下
　　　　　　　　　　潮来市環境課TEL.63-1111内線251～253潮来市環境課TEL.63-1111内線251～253

地区対抗ソフトバレーボール大会　参加者募集

第２５回潮来市内対抗ゴルフ大会参加者募集

うしぼり幼稚園からのお知らせ 航空科学博物館イベントのお知らせ（６月分）

市役所・市内教育施設放射能測定結果

潮来市水道水の放射能測定結果

期　日 時　間 内　容 必要なもの

6月 16 日
（木）

受付 9:40
開始 10:00
(1時間程度)

じゃがいも
掘り

長靴、着替え、水筒、
上履き（雨天の場合
のみ）

7月 7日
（木）

受付 9:40
開始 10:00
(1時間程度)

七夕お話会 帽子、上履き、水筒

リンパセラピー講座参加者募集

～リンパを流して免疫力アップ～
測定場所

放射線量

地上 50cm 地上 1m

文科省基準 1.000 ( 　－　 ) 1.000 ( 　－　 )

潮来市役所 0.080 ( ▲ 0.004) 0.081 ( 　－　 )

潮来小学校 0.066 ( ▲ 0.007） 0.069 ( ▲ 0.003）

津知小学校 0.061 ( ▲ 0.004） 0.063 ( 0.001）

日の出小学校 0.049 ( ▲ 0.007） 0.055 ( ▲ 0.004）

延方小学校 0.063 ( ▲ 0.004） 0.062 ( ▲ 0.007）

大生原小学校 0.070 ( ▲ 0.008） 0.073 ( ▲ 0.005）

旧徳島小学校 0.056 ( ▲ 0.010） 0.053 ( ▲ 0.013）

牛堀小学校 0.066 ( ▲ 0.004） 0.064 ( ▲ 0.001）

　厚生労働省では毎年１１月を「児童虐待防止推

進月間」と定め、児童虐待問題に対する意識啓発

を図るため、標語の募集を行います。

（１）募集内容　児童虐待問題に関し、国民一人

一人の意識啓発を図るのにふさわしい、覚

えやすい標語

（２）応募資格　制限ありません

（３）応募期限　６月１４日（火）　

　　　郵送の場合は、当日消印有効。

（４）応募方法については厚生労働省ホ－ムペー

ジをご覧ください。

　　　http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000120910.html

　　　　　厚生労働省　雇用均等・児童家庭局　　　　　　厚生労働省　雇用均等・児童家庭局　

　　　　　総務課虐待防止対策推進室　　　　　　総務課虐待防止対策推進室　

　　　　　TEL.03-5253-1111内線7800　　　　　TEL.03-5253-1111内線7800

　保護者等が道路における交通事故で死亡した

り、重い後遺障害で働けないため、経済的理由で

修学が困難な高等学校以上の生徒・学生に奨学金

を貸与します。また、奨学生募集には、進学前に

奨学金の予約する予約募集と、進学後に申し込む

在学募集があります。

　募集期限は応募資格によって異なりますので詳

細はお問い合せください。

　交通遺児育英会　交通遺児育英会

　（東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3Ｆ）（東京都千代田区平河町2-6-1平河町ビル3Ｆ）

　TEL.03-3556-0773（直通）・　TEL.03-3556-0773（直通）・

　       0120-521286（フリーダイヤル）　       0120-521286（フリーダイヤル）

　受付時間　午前9時～午後5時30分　受付時間　午前9時～午後5時30分

　（土日・祝祭日・本会の休業日を除く）　（土日・祝祭日・本会の休業日を除く）

　ホームページ：http://www.kotsuiji.com　ホームページ：http://www.kotsuiji.com

　　　　　　６月２４日(金) ９:００

　　　　　　潮来ホテル

　　　　　　(潮来市あやめ1-10-7)

　　　　　　６月１０日(金)

　　　　　　・船舶免許コピー

　　　　　　・写真(縦4.5m×横3.5cm) ２枚

　　　　　　・住民票(本籍地) １枚

　　　　　　・料金　￥１１,０００(更新)

　　　　　　　　　　￥１６,０００(失効)

　水郷ボートサービス㈱　TEL.63-1231　水郷ボートサービス㈱　TEL.63-1231

内　容

放射能量（Bq/kg）

放射性ヨウ素
131（I-131）

放射性セシウム
134（Cs-134）

放射性セシウム
137（Cs-137）

水道水
（市上水道）

不検出
（0.9Bq/kg 未満）

不検出
（0.7Bq/kg 未満）

不検出
（0.8Bq/kg 未満）

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

問合せ

日　　時

場　　所

主　　催

主　　管

参加資格

チーム編成

参 加 費

参加申込

問合せ

日　　時

場　　所

募集人数

プレー費

競技方法

参加資格

申込方法

開館時間

休 館 日

入 館 料

日　　時

場　　所

費　　用

募集期間

展示期間

展示場所

日　　時

場　　所

費　　用

期　日

5月 9日（月）、6月 6日（月）、7月 4日（月）、
8月 1日（月）、9月 5日（月）、10 月 17 日（月）、
11 月 7 日（月）、12 月 5 日（月）、1月 16 日（月）、
2月 20 日（月）、3月 6日（月）

時　間 午後 2時～3時

申込み・問合せ

期　　間

時　　間

内　　容

場　　所

対 象 者

募集人員

募集期間

参 加 費

指 導 者

持参する物

主　　催

平成２８年度「児童虐待防止推進月間」標語を募集します

平成２８年度奨学生の募集について

船舶免許更新失効講習会

問合せ

問合せ

日　　時

場　　所

申込締切

提出書類

申込み・問合せ


