
水道利用加入金減免制度の期間を延長します

　潮来市日の出地区の震災復旧復興工事が完了す

るため、平成28年4月12日(火)より従来のルートへ

変更いたします。皆さまのご理解とご協力をよろ

しくお願いいたします。

　　　　　　

　　　　　　市道1級13号線

　　　　　　(日の出地区の中心を通る4車線道路)

　        

　※フリーライド方式 (毎週月曜日：運休)

　【ヘルスランドさくら行き】

　【大山団地行き】

　　　　　　道の駅いたこ TEL.67-1161道の駅いたこ TEL.67-1161
　　　　　　(潮来市前川1326-1)　　　　　　(潮来市前川1326-1)

　　　　　　10回／年(各種講座5回、全体行事5回)
 ・歴史講座(40名)    ・陶芸講座      (20名)
 ・コーラス講座(30名)・ハーモニカ講座(20名)
 ・手話講座(20名)　  ・カラオケ講座  (30名)
 ・民謡講座(25名)    ・料理講座　　  (20名)
 ・川柳講座(15名)    ・絵手紙講座　  (20名)
 ・リフレッシュフラ講座(20名)・教養講座(50名)
 ・全体行事：開講式、視察研修2回、講座発表会、
　　　　　　 閉講式
　　　　　　潮来市在住の概ね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講座5,000円、2講座7,000円
　　　　　　(※その他材料費等実費あり)
　　
　潮来市立中央公民館・潮来公民館・津知公民館・
　かすみ保健福祉センター
　※全て1階フロアまたはエレベーター付きの施設
　　で実施します。

　申込用紙に必要事項を記入し、受講料を添えて
　該当する申込み先へお申し込みください。
●高齢者クラブ会員の方：高齢者クラブ単位会長
●高齢者クラブ会員以外の方：市役所高齢福祉課

　市役所高齢福祉課、高齢者クラブ単位会長宅
　※市ホームページからも印刷できます。
　　　　　　4月28日(木)
　　　　　　
　潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111 内線125潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111 内線125

　平成28年度分の固定資産(土地・家屋)縦覧帳簿
を以下のとおり見ることができます。固定資産縦
覧帳簿には、土地・家屋の価格等が記載されてい
ますので、この機会にご確認ください。

　4月1日(金)～5月31日(火)
　(※ただし、土・日曜日及び祝祭日は除く）
　　　　　　午前8時30分～午後5時
　　　　　　潮来市税務課 (本庁舎1階)

　固定資産税(土地及び家屋)の納税者、納税管理人、
　納税者の代理人(委任状が必要)
　※土地の納税者は土地の、家屋の納税者は家屋
　　の、両資産の納税者は土地・家屋両方の縦覧
　　帳簿の縦覧ができます。
　※本人確認書類(免許証等)を持参ください。

　平成28年度固定資産税納付書は、5月10日(火)
　発送予定です。

　潮来市税務課 税務グループ TEL.63-1111内線135潮来市税務課 税務グループ TEL.63-1111内線135

　平成23年4月から実施している水道利用加入金減

免制度について、茨城県水道用水供給事業におけ

る水道料金の特別措置に関する要項が廃止される

まで対象期間を延長します。本制度は、新規水道

加入者に対して、茨城県企業局の水道普及率向上

を目的とした支援制度を活用し、水道利用加入金

の減免を行っています。

　平成23年4月1日から茨城県水道用水供給事業に

　おける水道料金の特別措置に関する要項が廃止

　されるまでの期間

　上記期間内における新規水道加入者

　口径に関係なく 一律　32,400円(税込)

　水道利用加入金減免届出書を給水装置工事申請

　書と同時に提出してください。

　潮来市潮来市上下水道課 上下水道課 TELTEL.63-1111 内線331～334.63-1111 内線331～334

　潮来市地区赤十字奉仕団は、設立2年目を迎え、

22名の団員が災害時に備えての炊き出し訓練事業、

救急訓練事業、移動採血協力事業並びに募金活動事

業に取り組んでいます。現在、赤十字奉仕団では、

ボランティアで活動していただける団員の方々を募

集しています。関心のある方は、お気軽にお問合せ

ください。

　潮来市市民福祉課 潮来市市民福祉課 TEL.TEL.63-1111 内線39163-1111 内線391

　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

　4月15日(金)から日の出地区の地下水位低下を開

始します。地下水位は、モニタリングを行いなが
ら慎重に低下させていきます。ご不明な点等ござ
いましたらご連絡ください。
　　　　　潮来市復興工事推進事務所 TEL.80-9003潮来市復興工事推進事務所 TEL.80-9003

　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、運動習慣を身につけましょう。

　5月11・18・25日、6月1・8・15・22・29日、
　7月6・13日 (※全て水曜日の全10回)
　　　　　　午前10時30分～正午まで
　　　　　　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80歳以下(平成
　29年3月31日時点）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 (※はじめての方を優先）
　　　　　　健康運動指導士の有資格者

①4月11日(月)～4月22日(金)までに高齢福祉課備
　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。
③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、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。

　潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111 内線128潮来市高齢福祉課 TEL.63-1111 内線128

　国土交通省は、河川をやさしく見守ってくださ
る河川愛護モニターを募集します。期間は平成28
年7月1日から平成30年6月30日までです。
　　　　　　4月1日(金)～5月16日(月)

　常陸利根川(うち北利根川から外浪逆浦)、鰐川、
　北浦、霞ヶ浦のいずれかの河川付近にお住まい
　の満20歳以上の方

　応募についての詳細はお問合せください。

　国土交通省霞ヶ浦河川事務所 占用調整課　国土交通省霞ヶ浦河川事務所 占用調整課
　河川愛護モニター担当 TEL.63-2419、　河川愛護モニター担当 TEL.63-2419、　
　FAX.63-2430　FAX.63-2430　http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/　http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/

申込用紙配布場所

水郷まちかどギャラリー展示案内

潮来市地区赤十字奉仕団員募集
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平成28年度｢潮来市悠々塾｣ 塾生募集

開催内容

対 象 者

固定資産縦覧帳簿の縦覧について

縦覧できる人

停留所名 １便 ２便 ３便 ４便

1 大山団地 9:00 11:10 13:20 15:30

2 延方駅 9:05 11:15 13:25 15:35

3 道の駅いたこ 9:11 11:21 13:31 15:41

4 水郷潮来バスターミナル 9:14 11:24 13:34 15:44

5 日の出中学校前 9:16 11:26 13:36 15:46

6 日の出８丁目（飯島医院近く) 9:17 11:27 13:37 15:47

7 アイモア 9:20 11:30 13:40 15:50

8 潮来駅 9:22 11:32 13:42 15:52

9 セイミヤ潮来店 9:24 11:34 13:44 15:54

10 潮来公民館 9:25 11:35 13:45 15:55

11 大黒天 9:28 11:38 13:48 15:58

12 かすみ保健福祉センター 9:33 11:43 13:53 16:03

13 図書館入口 9:37 11:47 13:57 16:07

14 永山交差点入口 9:38 11:48 13:58 16:08

15 ラ・ラ・ルー 9:40 11:50 14:00 16:10

16 牛堀公民館 9:41 11:51 14:01 16:11

17 掘之内 9:44 11:54 14:04 16:14

18 茂木 9:46 11:56 14:06 16:16

19 県民の森 9:49 11:59 14:09 16:19

20 ヘルスランドさくら 9:52 12:02 14:12 16:22

停留所名 １便 ２便 ３便 ４便

1 ヘルスランドさくら 10:05 12:15 14:25 16:35

2 県民の森 10:08 12:18 14:28 16:38

3 茂木 10:11 12:21 14:31 16:41

4 掘之内 10:13 12:23 14:33 16:43

5 牛堀公民館 10:16 12:26 14:36 16:46

6 ラ・ラ・ルー 10:17 12:27 14:37 16:47

7 永山交差点入口 10:19 12:29 14:39 16:49

8 図書館入口 10:20 12:30 14:40 16:50

9 かすみ保健福祉センター 10:24 12:34 14:44 16:54

10 大黒天 10:29 12:39 14:49 16:59

11 潮来公民館 10:32 12:42 14:52 17:02

12 セイミヤ潮来店 10:33 12:43 14:53 17:03

13 潮来駅 10:35 12:45 14:55 17:05

14 アイモア 10:37 12:47 14:57 17:07

15 日の出８丁目（飯島医院近く) 10:40 12:50 15:00 17:10

16 日の出中学校前 10:41 12:51 15:01 17:11

17 水郷潮来バスターミナル 10:43 12:53 15:03 17:13

18 道の駅いたこ 10:46 12:56 15:06 17:16

19 延方駅 10:52 13:02 15:12 17:22

20 大山団地 10:57 13:07 15:17 17:27

期　間 催し物名 展示内容 備　考

4/10(日)
押し花・
レカンフラワー展

押し花
(華の会)

本日最終日
午後3時まで

4/12(火)
～

4/17(日)
フォト迷露写真展 写真 初日は、正午から

最終日は午後3時まで

4/26(火)
～

5/1(日)
稲敷写真展 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

開館時間は午前10時～午後5時・入場無料・月曜日休館

午前10時～午後5時



■参加資格

　　潮来市に居住もしくは職場を有する者とし､その他の者につい
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２８年５月４日 (水 ) 午後５時まで　　　　　　　　　　

  ※歩け歩け会は５月１６日 (月 )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。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にて (TEL.６６－０６６０) 

　

■期　　日／５月１５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
　　　　　　　に参加を申し込み、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
　　　　　　　 ング順位に記名し、提出すること。

■期　　日／５月１５日(日)　予備日５月２２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　５月２９日(日)
　　　　　　小 学 生 の 部　５月２１日(土)
　　　　　　予備日　小学生5月28日(土)、一般・中学生6月5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１５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１５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２９日(日)
■コ ー ス／埼玉県方面
■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

ソフトボール、バレーボール、

軟式野球、８人制サッカー(一般)

■日　時　５月１０日(火)午後７時

■場　所　潮来市立中央公民館

☆組み合わせ抽選･ルールの申し合せ等を行います。

☆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☆

８人制サッカー (一般)
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　　　　　　申込み者が、２０名未満の場合、中止となります。

                                                

　※参加人数により競技種目等の変更があります。

インディアカ

■期　　日／５月１５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よい。
■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１５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人でも参加可能）
■競技規則／日本インディアカ協会規則に準ずる｡

■期　　日／５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｡監督、
　　 マネージャーのいるチームは１５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
☆車でご来場の際は､必ず所定の駐車場に停めてください｡

主　催　潮来市教育委員会･潮来市体育協会

期　日   平成２８年 ５ 月 ８ 日(日) ～６ 月 日(日) 土・日曜日開催
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■期　　日／５月１５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１５日(日)
■会　　場／前川運動公園
■チーム編成／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１５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１５分､後半１５分のリーグ戦｡
■競技規則／日本サッカー協会規則に準ずる｡　

■期　　日／５月８日(日)・予備日６月５日(日)
■会　　場／５／８かすみの郷公園　６／５前川運動公園
■チーム編成／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｡
■参 加 料／無料

■期　　日／５月１５日(日)・５月２２日(日)
　　　　　　予備日　５月２９日(日)
　　　　　　(参加チーム数､グラウンドの都合に
　　　　　　 より日程･会場の変更あり｡)
■会　　場／前川運動公園 他
■チーム編成／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)

■期　　日／５月１５日(日)・５月２２日(日)
            予備日　５月２９日(日)
■会　　場／かすみの郷公園
■チーム編成／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｡
            但し、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｡

　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24日(日) 
　　　　　　午後4時キックオフ(開場：午後1時)
　　　　　　県立カシマサッカースタジアム
　　　　　　柏レイソル　
　　　　　　
　【ご招待(無料)】
　　市内小中学生･65歳以上･ファンクラブ会員の方
　【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)またはサポーターシート

　市役所市民課、かすみ保健福祉センター、
　市立図書館、市内各公民館、道の駅いたこ

【時間】　　午前11時30分～
【場所】　　3ゲート横イベント窓口
【持参するもの】
　市内在住・在勤・在学であることと年齢を証明
　できるもの (免許証、保険証、学生証等)
　※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)

鹿島アントラーズ
　ホームタウンデイズ「潮来の日」

日　　時

場　　所

入 場 料

問合せ

対戦相手

座　　席

チケット引換券 備え付け場所

特別チケット交換所

  　※バスケットボールは４月２２日（金）午後５時まで


