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鹿島アントラーズ
ファミリーＪｏｉｎデイ開催

ひとり親家庭等自立促進のための
介護職員初任者研修会参加者募集

平成 29年度保育士修学
資金貸付制度のお知らせ

高齢者肺炎球菌予防接種の
助成のお知らせ

平成２９年度「潮来市悠々塾」塾生募集のお知らせ　
～ふれ合い・学び合い・語り合い～

学童クラブ長期休業日
（夏休み）指導員募集

納税のお知らせ（５月末）

　献血のお知らせ（５月）

　ホームタウン５市が特設会場でそれぞれ
ＰＲを展開します。
　今年もご家族、お友達をお誘い合わせのう
え、ファミリーＪｏｉｎデイをお楽しみください。
 開催日　４月３０日（日）
　　　　　午後１時　開場
　　　　　午後４時　キックオフ
　　　　鹿島アントラーズＶ Sサガン鳥栖
 場　所　カシマサッカースタジアム
　　　　詳細はお問い合せください。
　 　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 213
　　　鹿島アントラーズコールセンター
　　　☎８２－５５５５

 日　　時　６月１１日～１０月１日
　　　　　日曜日　16 日間　
　　　　　レポート提出　4回（130 時間）
 場　　所　茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　　母子・父子福祉センター　会議室
 対　　象　母子家庭の母、父子家庭の父、寡

婦家庭で全日程出席でき、今後就
労を希望する方

 参 加 費　6,000 円（ボランティア行事保険
料が別途かかります）

 申込方法　申込書に必要事項を記入し、母子
･父子福祉センターへ申し込みく
ださい。用紙は、HPからダウン
ロードできます。また市役所子育
て支援課にもあります。

 申込締切　５月２２日（月）【消印有効】
　  　茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　　母子・父子福祉センター
　　　　☎０２９－２２１－８４９７

　保育士資格取得のための学費を無利子で
貸付します。養成施設卒業後、県内での保
育業務に 5年従事した場合、全額返還免除
されます。（在学中及び保育業務に就労中は
返還を猶予します）
 制度内容
①貸付額 160 万円（修学資金月額 5万円以
内（原則 2年間）・入学準備金 20 万円以内
（初回の貸付時）・就職準備金 20 万円以内（最
終回の貸付時））※その他、生活費加算制度
あります。　②無利子で貸付　③保育業務
に 5年間従事で全額返還免除
 募集締切　５月３１日（水）
　  　茨城県社会福祉協議会　福祉人材・
　　　　研修部（人材自立育成担当）
　　　　☎０２９－３５０－８３６６　　

　平成２９年度対象者の方には、予診票等を
郵送しました。
 対　　象
　今まで一度も肺炎球菌予防接種を受けた
ことがなく、次の 1又は 2に該当する方
1．平成 29 年度に各年齢になる方
  65歳　昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生
  70歳　昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生
  75歳　昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生
  80歳　昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生
  85歳　昭和  7年4月2日生～昭和  8年4月1日生
  90歳　昭和  2年4月2日生～昭和  3年4月1日生
  95歳　大正11年4月2日生～大正12年4月1日生
100歳　大正  6年4月2日生～大正  7年4月1日生

2．60 ～ 64 歳までの方で、身体障がい者手
帳 1 級 ( 心臓・じん臓・呼吸器・ヒト免疫不
全ウイルスによる免疫機能に障害 ) の方
 助成金額　３，０００円（助成額を超えた金額

は自己負担になります）
 助成対象期間
　平成３０年３月３１日（土）まで
 接種方法
　医療機関に予約し、予診票・健康保険証
を持参して接種を受けてください。
 実施医療機関
◆市内医療機関
飯島内科、大久保診療所、久保医院、常南
医院、仲沢医院、延方クリニック
◆市外医療機関
小山記念病院、白十字総合病院、神栖済生
会病院、なめがた地域医療センターなど多
数ありますので、詳細はお問い合わせくだ
さい。
　 　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
　　　☎６４－５２４０

　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、自分にあった楽しみを見つけませんか？

講座名 時　間 会　場 募集定員 内　容

歴史

午前の部

午前 10 時
～

11 時 50 分

中央公民館 ４０名 潮来市周辺の歴史を学びましょう。

陶芸 中央公民館 ２０名 自分だけのオリジナル作品がつくれます。
初心者大歓迎！

コーラス 潮来公民館 ３０名 童謡・唱歌・最近のヒット曲を楽しく歌い
ましょう。

ハーモニカ 潮来公民館 ２０名 童謡や唱歌をみんなで楽しく演奏しましょう。
ハーモニカ（Ｃ調）を各自用意してください。

カラオケ 潮来公民館 ３０名 大きな声で楽しく歌いましょう。

民謡 津知公民館 ２５名 津軽三味線に合わせて唄ってみましょう。

料理 かすみ保健
福祉センター ２０名 バランスのとれた料理を作ってみましょう。

手編み 潮来公民館 １０名 一緒に手編みで小物作りを楽しみましょう。
かぎ針（８号）を各自用意ください。

川柳

午後の部

午後２時
～

３時 50 分

潮来公民館 １５名 あなたの思いを文字で伝えてみましょう。
１つ１つの作品に味がでて素敵ですよ。

絵手紙 潮来公民館 ２０名 絵筆に思いを込めて表現してみましょう。

ﾘﾌﾚｯｼｭﾌﾗ 潮来公民館 ２０名 男性も参加ＯＫ！リズム運動や童謡なども
取り入れて、リフレッシュしましょう。

社交ダンス 潮来公民館 ２０名 初心者大歓迎です！楽しみながら一緒に踊
りましょう。

教養 津知公民館 ５０名
毎回違う種類の講座を体験します。今まで
実施した内容：健康講話、寄せ植え、もの
づくり　等

全体行事 開講式、視察研修（７月《１泊２日》と１１月《日帰り》）、講座発表会、閉講式

※応募者数が５名未満の場合は、開講できないことがあります。

 開催内容　年１０回（各種講座５回、全体行事５回）
　　　　　午前・午後の２講座受講も可能です。例：午前→歴史講座　午後→絵手紙講座
 対 象 者　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。
 受 講 料　１講座５，０００円　　２講座７，０００円（ほか材料費等実費あり）
 実施場所　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階フロア又はエレベーター付きの施設で実施します。
 申込方法　申込用紙に記入し、受講料を添えて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

《申込用紙配布場所》
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

 申込締切　４月２７日（木）　　　　
　 　高齢福祉課　☎６３－１１１１内線 125

　潮来市では、昼間、就労等により保護者
が不在の小学生を対象に放課後児童の健全
育成を図るため、学童保育事業を行ってい
ます。
 募集人員　５名程度
 勤務時間　午前７時３０分～午後６時３０分

の間、８時間以内で調整。
　　　　　（雇用時間２００時間以内）

※土・日・お盆（８月１４日～
１６日）はお休み。

 業務内容　児童保育
 時　　給　９００円
 雇用期間　７月２１日（金）～８月３１日（木）
 応募要件　児童の育成に熱意と体力のある方
　　　　　資格は問いません。（学生アルバイ

ト可）
 募集期間　５月１５日（月）～６月３０日（金）
 応募方法　履歴書を送付ください。
　  　子育て支援課　
　（〒 311-2493 潮来市辻 626 潮来市役所）
　　　　☎６３－１１１１内線 388

○固定資産税　第 1期分
　納期限　５月３１日（水）
○軽自動車税
　納期限　５月３１日（水）
　 　税務課　☎６３－１１１１内線 132 ～ 136

日　程 受付時間 場所
5月

13日㈯
午前 10時 15 分～午後 12 時 15 分
午後 1時 30 分～午後 4時

ショッピングプラザ
ララルー

5月
29日㈪

午前 10時～午後 12 時 15 分
午後 1時 30 分～午後 4時 ホームジョイ本田

　 　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
　　　☎６４－５２４０

催 税 ｉ募…催し物、イベント …税金のお知らせ …募集 …行政情報

催 市民あやめ園整備事業の
お知らせ

　水郷潮来あやめまつりの前にあやめ園の清
掃を行い、お客様をきれいなあやめ園にお迎
えしたいと思います。皆様のご協力をお願い
します。
 日　時　５月１４日（日）
　　　　午前 ８時３０分～１０時３０分予定
　　　　（受付午前 8時）
 場　所　水郷潮来あやめ園
　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。小雨決行。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。
　 　産業観光課　☎６３－１１１１内線 243　
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休日開庁（５月）

笑顔の集い『健康アップ教室』
参加者募集のお知らせ

潮来市体育協会主催
バドミントン教室参加者募集

シルバー人材センター
会員募集

水郷まちかどギャラリー
展示案内（５月）

市役所・市内教育施設等の
放射能測定結果

ボーイスカウト隊員募集
説明会開催

道の駅いたこ新鮮市場「伊太郎」
リニューアルオープン

ニホンミツバチ講演会開催

２０１７潮来市民ボート教室
参加者募集

平成29年度学習支援事業
学習指導員事前登録募集

潮来市体育協会主催リンパセラピー講座
参加者募集のお知らせ

潮来市体育協会主催
ピラティス教室参加者募集

　潮来市役所市民課では、毎月第２・第４
日曜日の午前中に休日開庁をしております。
　５月１４日（日）・５月２８日（日）
 時　　間　午前８時３０分～正午
 業務内容
　○住民票・住民票記載事項証明書等の交付
　○マイナンバーカード交付（事前予約必要）
　○印鑑登録証明書の交付
　○出生届、死亡届、婚姻届等の受付
　○戸籍謄本・抄本の交付
　○火葬許可証の交付
　○納税証明書（法人市民税を除く）、軽自動車納

税証明書（車検用）、課税（所得）証明書、所
得証明書（児童手当用）、非課税証明書の交付

　 　市民課　☎６３－１１１１内線 116

 日　　時　５月２０日（土）
　　　　　午前１０時～午後３時　　　
　　　　　受付９時３０分～
　プログラム
　第 1部　記念式典　　　　　午前１０時
　第 2部　シルバーリハビリ体操　午前１１時
　第 3部　昼食交流会　　　　正午
　第 4部　レクリエーション　午後１時【輪投げ大会】
　　　　　閉会式　　　　　　午後２時４０分
※当日は、この他に、栄養士に関するお話
しや体力測定、吹き矢なども行います。また、
体育室なので上履きが必要になります。飲
み物やタオルもご用意ください。
 会　　場　中央公民館　体育室
 対　　象　６０歳以上の方
 参 加 費　無料（昼食及び参加賞・賞品を準

備しております）
 申込方法　電話にて申し込みください。
 申込締切　４月２８日（金）
 定　　員　１００名（定員になり次第締切）
　  　高齢福祉課　☎６３－１１１１
　　　　内線１２６～１２８

　初心者を対象にバドミントン教室を開催します。
 日　　時　５月２８日（日）、６月４日（日）、
　　　　　１１日（日）、１８日（日）、２５日（日）
　　　　　合計５日間　午後７時～午後９時
 場　　所　中央公民館　体育室
　　　　　（潮来市日の出３－１１）
 指 導 者　潮来市体育協会バドミントン部員
 対　　象　初心者で潮来市に在住、在勤の方　２０名
　※小学生・中学生は保護者同伴のこと。
 参 加 費　2,000円（小学生は1,000円）
　※保険代・シャトル代他（開催日の初日に集めます）
 申込方法　中央公民館へ直接申し込むか、電

話で申し込みください。
　　　　　※受付時間　午前９時～午後５時
 持参する物
　①バドミントンラケット②体育館シューズ
　③汗拭き用タオル　④飲み物
　  　中央公民館（潮来市日の出３－１１）
　　　　☎６６－０６６０

【入会希望者説明会】
毎月第１・第３月曜日（祭日のときは翌日）　
午後１時３０分～
出席される方は、事前に申し込みください。
 場　所　シルバー人材センター
また、併せて次の希望者を募集しております。
①植木等の剪定
②センター独自事業
独自事業として、あやめ笠、正月飾り等の製
作、食用まこもの栽培をしています。
　シルバーの会員が丁寧に手解きいたします。共
に働いてみませんか。参加をお待ちしております。
　  　シルバー人材センター ☎ 63-1213

期　間 催し物名 展示内容 備　考

5/  6㈯
～

5/11㈭

全日本写
真連盟
平成 29 年
麻生支部
写真展

写真

初日は午後１
時から
最終日は午後
３時まで
8日（月）休館

5/13㈯
～

5/14㈰

薫風展
～いたこ
盆栽愛好
会～

山野草
・盆栽

最終日は午後
３時まで

 開館時間　午前１０時～午後５時
　　　　　入場無料・月曜日休館
　 　水郷まちかどギャラリー　
　　　☎６３－３１１３

　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。３月３０日（木）天候：晴れ
【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

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 0.079（ 0.000  ）0.077（ 0.000 ）
潮来小学校 0.063 ( ▲0.004）0.058 ( ▲0.006）
津知小学校 0.061 ( ▲0.005）0.059 ( 0.003 ）
日の出小学校 0.053 ( 0.001 ）0.055 ( 0.003 ）
延方小学校 0.058 ( ▲0.003）0.059 ( ▲0.004）
大生原小学校 0.062 ( ▲0.007）0.058 ( ▲0.008）
旧徳島小学校 0.054 ( ▲0.006）0.056 ( ▲0.004）
牛堀小学校 0.061 ( 0.001 ）0.057 ( ▲0.007）
※（）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）
　　　　　　　　
潮来市水道水の放射能測定結果について
　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２９年３月６日 ( 月 )

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
（０．６Bq/
kg 未満）

不検出
（０．８Bq/
kg 未満）

　 　環境課　☎６３－１１１１
　　　内線 251 ～ 253

 日　　時　６月２５日（日）午後２時～３時
 場　　所　神栖中央公民館
 対　　象　幼稚園・保育園児年長以上の男女
 参 加 費　不要
 申込方法　メールにて申し込みください。
　　　　　詳細はお問い合わせください。
　  　ボーイスカウト神栖第一団
　　　　募集担当　山下　☎９２－５９７６
　　　　E-mail　andiamo.cafe@i.softbank.jp

　市内外多くの方に利用されている道の駅い
たこの野菜直売所、新鮮市場「伊太郎」の改
修工事が完了し、リニューアルオープンします。
　売り場面積もこれまでの約３．５倍とな
り、より多くの新鮮な野菜をお届けできる
ようになります。
　リニューアルオープン当日は、先着 500
名様に名入れボールペンのプレゼントや、
2,000 円以上お買いものをされた方を対象に
野菜の袋詰め放題等（数量限定）を実施。
 日　時　４月２７日（木）　午前１０時～
 場　所　道の駅いたこ
　 　道の駅いたこ　☎６７－１１６１
営業時間　午前９時～午後７時（年中無休）

　自然愛護からニホンミツバチの飼育につ
いて学びます。
 講　師　日本在来種みつばちの会
　　　　会長　藤原　誠太　氏
　　　　農研機構昆虫相互作用ユニット
　　　　　　　前田　太郎　氏
 日　時　５月１４日（日）午後１時３０分～
　　　　２時間程度（受付　午後１時）
 場　所　水郷県民の森ビジターセンター会議室
 参加費　無料
　 　潮来ミツバチの会事務局☎６３－２４６８

　今年も、６月２５日（日）に「第 39回水郷
潮来シティレガッタ」が開催されます。お友
達・職場の仲間など皆さんで参加してみませ
んか？（1チーム：漕手 4名・舵手1名）教室
には1名でも参加OK！ちょっとしたコツで楽
しさ倍増です。お気軽にご参加してください。
 開催日　毎週日曜日　５月１４日・２１日
　　　　６月１１日・１８日　４日間
 時　間　午前９時～正午
 場　所　潮来市立ボートセンター「あめんぼ」
 参加費　無料
　 　【平　日】生涯学習課　国体推進室
　　　☎６６－０６６０
　　　【土・日・祝】潮来市体育協会ボート部事務局　
　　　☎０９０－１６６７－８９９３（高清水）
　　　☎０９０－４５２４－１２５９（小　高）

　小学校４年生及び中学校１年生に放課後
の自主学習支援、学習指導を行っていただ
きます。（基礎学力・学習習慣の定着）
　事業開始（９月から中央公民館を予定）
前に研修を行います。
 指導謝金　１, ４８０円 /時間
　　　　　（隔週月曜日　夕方３時間程度）
 応募要件　児童生徒の教育に理解のある方・事

前研修に参加できる方・年齢不問
 応募締切　５月１５日（月）
 応募方法　「平成29年度潮来市学習支援事業
学習指導員申込書」を学校教育課へ提出。（郵
送可）申込書は学校教育課にあります。また
市HPからダウンロードできます。
　応募後、推進委員会で事業詳細が決定次
第、登録者の面接を実施します。
　  　学校教育課　☎ 63-1111 内線 366

～リンパを流して免疫力アップ～
　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。
 日　　時
　６月５日（月）、１２日（月）、１９日（月）、
　２６日（月）、７月３日（月）、１０日（月）、
　２４日（月）合計７日間
　午前１０時～１１時３０分頃
 場　　所　中央公民館　１Ｆ和室
　　　　　（潮来市日の出３－１１）
 講　　師　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　氏
 対　　象　市内在住、在勤の方　２５名
　　　　　※成人女性に限る。
 ※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
（なお、前回未参加者優先とさせていただきます）

 参 加 費　５００円（保険代）
　　　　　　※開催日の初日に集めます。
 申込方法　中央公民館へ直接申し込むか、電

話で申し込みください。
※受付時間　午前９時～午後５時
 申込締切　５月１０日（水）
 持参する物
　①ストレッチマット又は大き目のバスタオル（下に敷くもの）
　②汗拭き用タオル　③飲み物
　  　中央公民館（潮来市日の出３－１１）
　　　　☎６６－０６６０

　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。
 日　　時
　６月７日（水）、１４日（水）、２１日（水）、
　２８日（水）、７月５日（水）、１２日（水）、　
　２６日（水）　計７日間
　午後７時～８時３０分頃
 会　　場　中央公民館　大ホール
　　　　　（潮来市日の出３－１１）
 講　　師　PFA Pilates インストラクター
　　　　　佐藤　容子　氏
 対　　象　市内在住、在勤の方　４０名　
 ※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
（なお、前回未参加者優先とさせていただきます。）

 参 加 費　５００円（保険代）※開催日の初日に集めます。
 申込方法　中央公民館へ直接申し込むか、電

話で申し込みください。
※受付時間：午前９時～午後５時
 申込締切　５月１０日（水）　
 持参する物
　①ストレッチマット又は大き目のバスタオル（下に敷くもの）
　②汗拭き用タオル　③飲み物
　  　中央公民館（潮来市日の出３－１１）
　　　　☎６６－０６６０

催 行政相談のお知らせ

　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ごと等
がありましたら、お気軽にご相談ください。
 日　　時　５月１７日（水）午後１時～３時
 会　　場
　　津知公民館（第２学習室）　
　　　　行政相談員　久保木　裕さん
　　牛堀公民館（相談室）　　
　　　　行政相談員　明間　愛子さん
 参 加 費　無料
 申込方法　申込みの必要はありません。
　 　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 205


