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募平成２９年度秋季市民
スポーツ大会参加者募集

下水道促進週間コンクール
小中学生作品展

潮来市敬老会が
開催されます

鹿行地区身体障害者
スポーツ大会参加者募集

　春と秋に開催される市民スポーツ大会は、
潮来市体育協会の『市民一人・１スポーツ』
というスローガンのもと、市民の心身の健全な
発達を図り、明るく豊かな市民生活の形成に
寄与することを目的として開催しております。
　競技力の向上を目指している方やこれからス
ポーツを始めたいと考えている方、興味を持っ
た方など、多くの参加をお待ちしております。
　今回は、１５競技を予定しておりますの
で、ふるってご参加願います！
 期　　日　１０月８日（日）～１１月１９日（日）
 会　　場　前川運動公園、かすみの郷公園 他
 募集定員　競技内容・申込等の詳細については、

広報いたこ９月号に掲載予定です。
　　　　　また、各地区公民館にも案内記

事を置いてあります。
 主　　催　潮来市教育委員会・潮来市体育協会
　  　潮来市立中央公民館　☎６６－０６６０

 期　　日　９月７日（木）午後１時～　
　　　　　１４日（木）午後１時　８日間
 会　　場　ララルー（潮来市永山７７７）
 出典作品　絵画・ポスター・作文・書道・
　　　　　新聞・標語
　９月１０日の「下水道の日」に併せて、
市内小中学生のポスターなどの作品を展示
しますので、是非ご覧ください。
　 　上下水道課　
　　　☎６３－１１１１内線 323

 期　　日　９月１８日（月）　敬老の日　
　　受付　午前７時３０分～　
　　式典　　　８時３０分～　９時１５分
　　公演　　　９時３０分～１０時５５分
 会　　場　開花亭（潮来富士屋ホテル別館）
 公演内容
　　　第１部　認定こども園うしぼり園
　　　　　　　園児による歌と演奏

　　　第２部　小林哲也氏、軽部美智子氏
　　　　　　　奈良崎正明氏の歌謡ショー

　 　高齢福祉課　　 
　　　☎６３－１１１１内線 125・121

　身体障害者スポーツ大会の参加者を募集
します。
 期　　日　１０月１４日（土）
　　　　　午前１０時～午後３時
 会　　場　神栖市波崎体育館（神栖市波崎 9572-1）
 主　　催　神栖市、鹿行地区各市身体障害者

福祉協議会
 出場資格　鹿行地区内在住で１５歳以上の身

体障害者手帳をお持ちの方
 申込受付　参加希望の方は社会福祉課に電話

にて申し込みください。
 申込締切　９月１５日（金）
　  　社会福祉課☎６３－１１１１内線 394

催 税 ｉ募…催し物、イベント …税金のお知らせ …募集 …行政情報

募 第１７回潮来市民
ゴルフ大会参加者募集

　１８ホールストロークプレーでペリア方
式の個人戦です。沢山の賞品を用意してお
りますので、ふるってご参加願います！
 期　　日　１０月１９日（木）
 会　　場　潮来カントリー俱楽部（潮来市築地７００）
 募集定員　先着２１０人※定員になり次第締め切ります。
 参加資格　潮来市に在住又は勤務する者及び

目的に賛同される方
 プレー費　１０，５００円／人・セルフプレー

（参加費・プレー費・昼食・賞品・税込）
※キャディ付きは（４B、３Ｂ 共 １３，５００円）

で先着１５組
※プレー費の内、100 円分をチャリティーへ
 申込方法　潮来市立中央公民館（生涯学習課）

又は潮来グリーンランド練習場へ
「参加申込書」に必要事項を記入

し申込み。（ＦＡＸ可）申込用紙は
各地区公民館にも置いてあります。

 申込締切　９月１９日（火）　（ＦＡＸ可）
 組 合 せ　大会実行委員会において行います。組

合せ表は、大会１週間前までに、チー
ムの申込代表者へ郵送で送ります。

　  　潮来市立中央公民館（潮来市日の出３－１１）
　☎６６－０６６０　ＦＡＸ６６－４３３９
　潮来グリーンランドゴルフ練習場（潮来市永山８７６）
　☎６４－６１８４　ＦＡＸ６４－６１８４
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「障害者就職面接会」が
開催されます

鹿行地区ストマー講習会が
開催されます

ひとり親家庭応援
「パソコン初級講習会」参加者募集

　「仕事をお探しの障害者の方」と「障害の
ある方を採用したい事業主の方」が一堂に
会して面接を行う障害者就職面接会を開催
します。
　面接会に参加を希望される方、採用をお
考えの事業主の方は、ハローワーク常陸鹿
嶋へご連絡ください。
 期　日　９月２１日（木）午後１時～
 会　場　鹿島セントラルホテル新館
　　　　　（神栖市大野原４－７－１１）
　  　ハローワーク常陸鹿嶋
　　　　☎８３－２３１８

 期　　日　１０月１日（日）
　　　　　午前１０時～午後３時
　　　　　（受付　午前９時３０分～）
 会　　場　鹿嶋市まちづくり市民センター
 内　　容　①　講　演　
　　　　　　　ストーマケア及び腸閉塞の原因と予防
　　　　　　　講　師　中田　一郎　先生
　　　　　　　（白十字総合病院）
　　　　　②　参加者による懇談会及び
　　　　　　　装具の展示・説明等
 費　　用　１，０００円（昼食代他）
 申込締切　９月２５日（月）までに電話又は

ＦＡＸで申し込みください
　  　（公社）日本オストミー協会　茨城県支部　宮下
　　　　☎０９０－６５１０－９６１９　
　　　　ＦＡＸ０２９９－８３－７６１０

 内　　容　仕事ですぐに役立つ、ワードとエ
クセルの基礎知識を学びます。

 期　　日　１０月１４日、２１日、
　　　　　１１月１１日、１８日
　　　　　（土曜日）　全 4 日間
　　　　　午前 9 時 30 分～午後４時３０分
 会　　場　クリエートＰＣ教室
　　　　　※無料駐車場有り
　　　　　水戸市北見町 8 － 12
 募集定員　１５名程度（定員になり次第締切り）
　　　　　※託児付き（要予約・２歳以上）
 対 象 者　ひとり親家庭の母・父及び寡婦で

４日間必ず出席できるパソコン初
心者

 自己負担額 　２，０００円（テキスト代等）
 申込締切 　１０月５日（木）当日必着
　  　茨城県母子家庭等就業・自立支援センター
　　　　（水戸市三の丸１－７－４１）
　　　　☎０２９－２３３－２３５５

募 ♥ ITAKO  de 恋活♥
イベント参加者募集！

　趣味の合う方との出会い、「ITAKO de 恋活」
イベント参加者を募集しています。申込みは、

「いた恋・いた婚」サイト、市 HP から申込書
をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、
ご持参、郵送又は FAX で申し込みください。
①　ボディトレ＆ヘルシースイーツ de恋活
　トレーニング好きが集まり、マシーンを使っ
た運動やヘルシースイーツを楽しみます。
 期　　日　１０月１４日（土）受付　午後２時
 申込締切　９月２９日（金） 
 募集定員　男女各１０人
　　　　　年齢２８歳～３９歳　未婚の方
 参 加 費　男性２，０００円・女性１，０００円
②　酒蔵 de恋活
　地元酒蔵で、お酒クイズや利き酒を楽し
もう！２０１６年日本一美味しいお酒に選
ばれた「純米大吟醸」をいただきます。お
酒にピッタリなおつまみもご用意します。
 期　　日　１０月２１日（土）受付　午後 1 時
 申込締切　１０月６日（金） 
 募集定員　男女各１０人
　　　　　年齢２８歳～３９歳　 未婚の方
 参 加 費　男性２，０００円・女性１，０００円

【注意事項】
※男性は鹿行５市・香取市在住の方に限ります。　　　　　　　　　　　　　　　
※ FAX で申し込む場合、市に電話確認をお願いします。
※参加日当日は身分証明書の確認をさせていただきます。
※応募者多数の場合には抽選になります。
　  　子育て支援課　
　　　　☎６３―１１１１内線 386・388
　　　　ＦＡＸ８０－１４１０

ｉ 水道メーター器
交換のお知らせ

　給水適正の保持を目的に、本年度８年を
経過する水道メーター器の交換作業を行い
ます。ご不在の場合でも、作業を行わせて
いただきますので、ご了承願います。
 作業期間　９月１１日（月)～１１月１９日（日）
 対象地域　大洲、須賀、曲松、小泉、徳島、
　　　　　福島、米島、前川　
※交換作業に際し、料金などの請求は一切ご
ざいませんので、ご注意願います。なお、施
工業者は身分証明書を携帯しております。ま
た、交換後に水道水が茶色く濁る場合や白く
見える場合がありますが、しばらく水を出し続
けると元の状態に戻ります。
　 　上下水道課　
　　　☎６３－１１１１内線 334
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潮来市戦没者追悼式が
開催されます

鹿行広域高齢者はつらつ百人委員会
グラウンドゴルフ交流大会参加者募集

　戦争で亡くなられた方々に対し追悼の意
を捧げるとともに、世界の恒久平和を祈念す
るため潮来市戦没者追悼式が開催されます。
 対象者　 戦没者のご遺族・市民など
　　　　（別途ご遺族には通知を送付済）
 期　日　９月２３日（土・秋分の日） 
　　　　午前１０時～１１時
　　　　（受付　午前９時３０分～）
 会　場　潮来市立中央公民館　大ホール
 その他　服装は、平服・略礼服どちらでも構

いません。
　 　社会福祉課
　　　☎６３－１１１１内線 391

 期　　日　９月２１日（木）午前８時受付～
　　　　　９時開始※雨天の場合  翌日
 会　　場　天王崎公園（行方市麻生）
 対　　象　市内在住の６０歳以上の方
 募集人数　約６０人（市内）※先着順
 参 加 費　３００円（１名）※当日徴収します。
 申込方法　往復ハガキに氏名（ふりがな）、性

別、生年月日、電話番号を記入の
うえ申込みください。

　※連記可（責任者を明記ください。）
 申込締切　９月１２日（火）
　  
　百人委員会スポーツ部潮来地区責任者　
　大信田　正蔵　
　〒 311-2423　潮来市日の出７－５－４
　☎６６－１１７５
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休日開庁（９月）

鹿島産業技術学院
《自由研削といし特別教育》参加者募集

乾燥汚泥（肥料）を
配布します

　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。

９月１０日（日）・９月２４日（日）
 時　　間　午前８時３０分～正午
 業務内容

住民票、戸籍謄本、納税証明書等各種証
明書の発行、マイナンバーカード交付（事
前予約必要）、出生届・死亡届・婚姻届等
の受付等

　 　市民課　☎６３－１１１１内線 116

 期　　日　１０月１４日（土）・１５日（日）
　　　　　午前９時～午後４時（２日間　計１２時間）
 内　　容　労働安全衛生法に基づく特別教育
　　　　　（修了者には修了証を交付）
 持 参 品　作業着、安全靴など
 定　　員　１０人（抽選）
 受 講 料　２，９８０円（テキスト代含む）
 応募締切　９月１３日（水）
 申込方法　　
①　『インターネット』の場合

鹿島学院ＨＰ＜電子申請＞より必要事項
を入力してください。
入力の際、申込者のメールアドレスが必
要になります。

②　『往復はがき』の場合
講座名、氏名（フリガナ）、〒住所、電話番号、
年齢、職業（会社名）、日中連絡のとれる電話
番号を記入の上応募期間内に郵送ください。

※１講座ごと、１名１葉のこと（連名不可）。
※詳細は学院ＨＰをご覧ください。
　 　茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　　〒 311-2223　鹿嶋市林５７２－１
　　　☎６９－１１７１　ＦＡＸ６９－６４５５

　乾燥汚泥を肥料として無料で配布してい
ます。お一人様１０袋までの配布となり、
無くなり次第終了となります。

（8 月 17 日現在　土のう袋で在庫 133 袋）
 期　　日　毎週木曜日　午前９時～１１時
 会　　場　大生原地区浄化センター
　　　　　（大生 1377-2）
 申込方法　事前に電話で申し込みください。
　  　上下水道課
　　　　☎６３－１１１１内線 323

募 「森林ボランティア育成講座」
第１２期の受講生参加者募集

　森林ボランティアを志す方を対象にした
入門講座を実施します。
 期　　日　１０月１５日（日）、２９日（日）
　　　　　１１月１８日（土）、１９日（日）
　　　　　１２月１７日（日）
 平成 30 年　１月１４日（日）、２８日（日）
 会　　場　鹿嶋市田野辺地区、行方市手賀地区
 受 講 料　１万円（合宿費込）
 募集定員　２０人
　合宿施設は、県立白浜少年自然の家を予定
しています。時間は原則として、午前９時半
現地集合、午後３時現地解散となります。
　  　森のボランティア茨城事務局　中村
　　　　☎ /FAX ０２９－２７４－５２８７

募 第１７回
男の料理教室参加募集

 期　　日　１０月１４日（土）午前９時～
 会　　場　牛堀公民館
 持 ち 物　エプロン、タオル　　　　　　　　　　
 参 加 費　５００円
 申込方法　総務課に電話にて
　　　　　申し込みください。
 申込締切　１０月６日（金）
　  　潮来市ネットワーカー連絡協議会
　　　　事務局（総務課）
　　　　☎６３－１１１１内線 234

催 水郷潮来元気市が
開催されます

 期　　日　８月２７日　午前９時～午後１時
 会　　場　アイモア駐車場

　地元産の農産物、こだわりの
地酒、古着飲食等の販売に加え、
子供から大人まで遊べる遊具を
設置。休憩スペースも設けてお
ります。出店やパフォーマンス
したい方も随時募集しています。

　 　水郷潮来元気市実行委員会
　　　（潮来市商工会内）
　　　☎８０－３８３１

募

募

道の駅いたこ
新鮮野菜出荷農家さん大募集

潮来市まちづくり委員会
委員募集

　道の駅いたこでは、より多くの美味しい地
場農産物を取り揃え、お客様の要望にお応
えしていきたいため、農産物売り場に新鮮
な地場農産物を出荷いただける農家さんを
大募集中です。興味のある農家さんは、ぜ
ひ道の駅いたこまでお問い合わせください。
　 　道の駅いたこ　担当 掛水・泉　
　　　☎６７ ― １１６１

　市では「第７次潮来市総合計画」を策定す
るにあたり、市の目指すべき方向及び取組に
ついて、市民の視点で検討し提言を行う「潮
来市まちづくり委員会委員」を募集します。
 募集人数　８人程度　※報酬はありません。
 応募条件　次の条件を全て満たす方
①平成 29 年 4 月 1 日現在で潮来市に在住又

は勤務している満 18 歳以上の方（在住の
場合、市の住民基本台帳に記載されている
こと。）

②市の審議会等の委員でない方
③会議に出席できる方
※年度内に２回、来年度４回程度会議を開催予定
 応募締切　９月２９日（金）
 応募方法　申込書に必要事項を記入のうえ、

郵送、ＦＡＸ、メール又は持参
により提出してください。申込
書は市ＨＰのほか秘書政策課に
ございます。

　  　秘書政策課　☎６３－１１１１内線 212
　　　　ＦＡＸ ８０－１１００
　　　　MAIL info@city.itako.lg.jp

催

催

水郷まちかどギャラリー
展示案内

第１３回水郷潮来月まつりが
開催されます

期　間 催し物名 展示内容 備　考

 8/29 ㈫
～ 9/3 ㈰

郡司忠則　自然
風 景 の 写 真 展 
～自然の感動を共に～

写真 最終日は午後 3 時まで

 9/5 ㈫
～ 9/10 ㈰

第４回 茨城・千葉 
写真愛好会作品展 写真 初日は正午から 

最終日は午後 4 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

 期　日　１０月１日（日）
　　　　開会　午後４時３０分
　　　　閉会　午後７時４５分
 会　場　水郷潮来あやめ園　特設ステージ
　　　　（雨天の場合　潮来公民館）
 内　容　※入場無料
　第１部　月と宝の響演
　　　　・潮来　TAIKO　club
　　　　・いきいき ITAKO スポーツクラブ
　　　　・潮娘よさこい連
　　　　・藤究流
　第２部　月と音楽への誘い
　　　　・津軽三味線　松元ヒロキ
　　　　・バイオリン　西垣恵弾
　　　　・フォーク歌手　あなむ
 その他　・ろ舟運行　午前９時～午後４時
　　　　　（先着２０名様無料）
　　　　・物産展同時開催
　　　　・お餅を３時３０分から無料ふるまい !
　 　水郷潮来観光協会　☎６３－３１５４

募 シルバー人材センター会員募集
シルバー人材センターで働いてみませんか？

　あなたの知識・経験・技能を地域のため
に活かしませんか。シルバー人材センター
では定年退職者などの高齢者に、そのライ
フサイクルに合わせた臨時的・短期的な雇
用、就業機会を提供しています。さらに、
ボランティア活動をはじめとする様々な社
会参加の機会を設けています。
　これらをとおして、高齢者の健康で生き
がいのある生活の実現と社会福祉の向上や
地域の活性化に貢献しています。また、併
せて次の希望者を募集しております。
①　植木等の剪定希望者
②　センター独自事業希望者
　独自事業として、あやめ笠製作（県伝統
工芸品）、正月飾り製作、食用まこもの栽培、
手芸品製作を実施しており、内外から高く
評価されています。
　そこで更なる飛躍のため会員を募集する
とともに、潮来市シルバー人材センターの
独自利用を発展させて参りたいと考えてお
ります。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。
 入会条件
①　市内に居住する概ね６０歳以上の方で、

健康で働く意欲のある方
②　入会説明を受け、センター事業の趣旨

に賛同された方
③　入会申込書と所定の書類を提出し、年

会費２，０００円を納入された方
 入会説明会

毎月第１・第３月曜日（祝日の場合は翌日）
午後１時３０分～
出席をされる方は、事前にお電話にてお
申込みをお願いします。

　 　シルバー人材センター
　　　☎６３－１２１３

税 納税のお知らせ（９月末）

　納付期限　１０月２日（月）
○固定資産税　第３期分
○国民健康保険税　第３期分
○後期高齢者医療保険料　第３期分

ｉ 税理士による無料税務相談所
開設のお知らせ（9 月）

日　程 受付時間 場　所

9 月 6 日（水）・
20 日（水）

午後 1 時 30 分
～

午後 4 時 30 分

鹿嶋市まちづくり
市民センター（鹿
嶋市宮中 4631－1）

 申込方法　事前に予約をお願いします。
　  　関東信越税理士会　潮来支部
　　　　☎８４－７３３９

催 不安や悩みに「こころの
健康相談」が実施されます

　こころの不安や悩み、不眠、うつ、アルコー
ル依存、高齢者の認知症等について専門の
医師が相談をお受けします。お気軽にご相
談ください。

（相談無料・秘密厳守）
 期　　日　９月２８日（木）午前１０時～
 会　　場　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
 申込方法　電話又は直接窓口で予約
　  　かすみ保健福祉センター《ひまわり》
　　　　☎６４－５２４０

催 平成３０年「新成人のつどい」が
開催されます

　就職や進学のため転出し、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（火）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します。
　ご家族の方による代理申請でも結構です。
 期　　日　平成３０年１月７日（日）　　
　　　　　受付　午前１０時　　
　　　　　開会　午前１０時３０分
 会　　場　潮来市立中央公民館　大ホール
 対　　象　新成人該当者（平成９年４月２日から

平成１０年４月１日までに出生された方）
該当者の方には１１月中旬に案
内状を発送する予定です。

 申込方法　申込書は各公民館に備え付けてあ
ります。市 HP でもダウンロード
することができます。

 申込締切　１０月３１日（火）
　 　潮来市立中央公民館  ☎６６－０６６０ 


