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　近年、地球温暖化や石油などの化石燃料の枯渇など、地球環境

に対する様々な問題が起こっています。これらの問題を解決する

ために、太陽光や風力など「新エネルギー」の利用が私たちの身

近な場所で、すでに始まっています。「新エネルギー」は石油など

の化石燃料の消費を少なくし、地球温暖化の原因となる二酸化炭

素を増やしません。

　みなさんも一緒に、エネルギーや地球温暖化について考えてみ

ませんか？
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エネルギー問題 地球温暖化問題エネルギー問題 地球温暖化問題

どんどん増えるエネルギー消費

日本のエネルギーは、ほとんどが輸入

世界の人口は増え続けています。みん

なが豊かに暮らしていくために、ます

ますエネルギーが必要になります。

日本のエネルギー自給率は原子力

発電を含めて約20％。

石油は、ほぼ100％輸入です。

世界の石油が

なくなる

化石燃料には限りがあります。

例えば、石油はあと40年で枯

渇するといわれています。

すでに地球温暖化の影響が…

化石燃料からの二酸化炭素(ＣＯ２)が問題

地球温暖化が原因とみられる
現象が世界各地で発生してい
ます。南太平洋の島国ツバル
国では、海水面の上昇で水没
の危機にさらされています。

地球温暖化の主な原因といわれているのが、

石油などの化石燃料を燃やした時に出るＣＯ２

です。その削減が大きな課題となっています。

上昇し続ける大気の温度

地球の平均気温は過去100年
間で0.6℃上昇し、今後100年
でさらに1.4～5.8℃上昇する
と予測されています。 GreenPeace Masaaki Nakajima

写真提供：ＪＣＣＣＡ ＨＰより

南太平洋の島国ツバル国では、
海水面の上昇で水没の危機に

通常時

満潮時（大潮）

石油はこのままでは
あと40年しか
もちません

エネルギー資源の利用可能な
年数と確認可採埋蔵量

石油 天然ガス 石炭

約200年
9,845億㌧

約60年
156兆ｍ3

約４０年
10,480万バー

レル

残

残

残

出典：ＢＰ統計2003

新エネルギー教室を
開催しました

限りある貴重な資源を大切にしながら

地球環境を守りたい

限りある貴重な資源を大切にしながら

地球環境を守りたい
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40

　住宅の屋根やビルの屋上など、さまざまな設置ス

ペースに合わせて、小規模なものから大規模なもの

まで、導入することができます。

太陽光発電
～太陽の光エネルギーを直接電気に変換～

　太陽熱を集熱器で集めて水

などの熱媒体に貯え、給湯や

冷暖房などに利用します。

　貯湯型のものやポンプで循

環させて補助ボイラーと組み

合わせる循環式のものなどが

あり、住宅から福祉施設、体

育館などの公共施設まで幅広

く普及しています。

太陽熱利用
～お日様の熱を蓄えて有効活用～

　風の力で風車をまわし、その回転運動を発電機に

伝えて電気を起こします。ロータ（風車の回転部分）

の直径が約50ｍ～100ｍ

もある風車を何台も並べ

たウィンドファームが全

国各地に誕生していま

す。海の上に風車を並べ

る洋上風力発電も実用化

され、日本でも期待され

ています。

風力発電
～風の力で電気をつくる～

　電気自動車や、天然ガス自動車などがあり、また

最近、モーターとエンジ

ンを使い分けて効率よく

走るハイブリッド自動車

の人気が高まっています。

これら、クリーンエネル

ギー自動車は、ＣＯ２の

排出量を減らし、貴重な

石油資源を節約します。

クリーンエネルギー自動車
～ＣＯ２排出を減らしてクリーンに走行～

写真提供：糸満市役所

写真提供：ＪＣＣＣＡ ＨＰより

大学校舎の屋上に設置され
た太陽集熱器
写真提供：日本電気硝子株式会社

　燃料電池は、水素と酸

素を反応させて電気をつ

くり、同時に発生する熱

も利用できます。

　発電のあとには水が出

るだけなのでクリーン。

業務用や自動車用、パソ

コン用などさまざまな利

用が期待されています。

燃料電池
～水素と酸素を化学反応させて発電～

　植物などの生物体（バ

イオマス）は、有機物な

ので燃料として利用でき

ます。

　家庭から出る生ゴミ、

林業から出る端材や間伐

材、農業から出る稲わら

や家畜の糞尿などさまざ

まなバイオマスの利用が

すでに始まっています。

バイオマス（発電・熱利用・燃料製造）
～生物資源の利用でＣＯ２排出を抑制～

バイオマスは燃やしたときに発生する
ＣＯ２は、もともと植物が固定したも
の。再び植物によって吸収されれば全
体としてＣＯ２を増やさずにすみます。

糸満市役所の屋根・壁面に設置された太陽電池

ウィンドファーム
写真提供：Ｊ－ＰＯＷＥＲ（電源開発株式会社）

燃料電池
写真提供：新日本石油株式会社

協力：財団法人 新エネルギー財団



【お問合せ】

　　潮来市介護福祉課　地域包括支援センター　TEL６３－１１１１　内線396・397

　　潮来市在宅介護支援センター　あやめ　　　TEL８０－２２２３

　　潮来市在宅介護支援センター　福楽園　　　TEL６４－６７６７

介護予防の達人を目指してシリーズ

　「閉じこもり」とは、１日のほとんどを家の中、あるいは家の周囲で過ごすような、生活

の活動範囲が非常に狭くなっている状態をいいます。

　特に高齢者では、体を動かさないと、どんどん衰えてしまいます。風邪で２～３日寝込ん

だら足が弱くなったという経験はありませんか？使わないでいると筋肉はどんどん減ってし

まうのです。また、刺激が家の中だけではしだいに脳も衰え、認知症を招きやすくなる恐れ

もあります。このように「閉じこもり」は寝たきりや認知症につながり、介護が必要な状態

になる引き金となってしまう可能性があるのです。
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「閉じこもり」ってなあに？

　皆さんは週に何回くらい外出していますか？仕事や買い物、通院など外へ出て人と接する

機会はありますか？「閉じこもり」予防のポイントをご紹介します。

①今までより１回でも多く外出の機会を持ちましょう。

②散歩や知人に会うなど、出かける習慣をつけましょう。　　

③地域の活動に参加してみましょう。

予防の
ポイント

「閉じこもり」を予防しましょう！

出かける場所が無いという方へ

潮来市では在宅介護支援センターあやめ・福楽園と協力して介護予防教室を行っています。

元気のたねを見つけに一度出かけてみてください。きっとよい出会いがあると思いますよ。

場　　所 日　　時

大 生 原 公 民 館 毎月第２木曜日　10：00～12：00

延 方 公 民 館 毎月第３火曜日　　　　〃

かすみ保健福祉センター 毎月第４火曜日　　　　〃

中 央 公 民 館 毎月第４木曜日　　　　〃

さあ出かけましょう、
でも…

～ 長寿万歳教室のご案内 ～
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◎年末調整や確定申告等を行う場合、国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。

◎年末調整や確定申告等で国民年金保険料を申告する場合は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」

の添付等が必要です。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」は、11月上旬に社会保険庁から送付され

ますので、申告の際まで大切に保管してください。

　　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」に記載

されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納

付した場合、18年分として申告できますか？

　　　18年分として申告できます。「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」に記載されている保険料額に、

後から納付した保険料額を合算して申告してください。

　　　なお、後から納付した保険料分の「領収証書」も添

付等する必要があります。

広報いたこ 2006
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【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター内）TEL.64-5240

朝晩の冷え込みが厳しい季節になってきました。今回は『風邪予防豆知識』をご紹介したいと思います。

風邪を予防するための３本柱は ①免疫力を上げる ②風邪のウイルスをシャットアウトする ③ひき始めが肝心 です。

【免疫力アップのために】

○体を温める（肩や首筋を温める・早めに一枚はおる・天気のよい日に布団を干す・生姜湯を飲むなど）

○睡眠・休養を十分とる　○無理をしない　○ストレス・疲労をためないようにする

○日頃から運動する　　　○バランスの良い食事をする

○乾燥しないよう湿度調節と、こまめに水分補給をする　○乾布摩擦をする　　など

みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ

No.6

【風邪のウイルスシャットアウト】

●石鹸でしっかり手洗いする

●マスクをする（特に人ごみで）　

●うがい（水、塩水、お茶、紅茶で）

●インフルエンザの予防接種

●塩水で鼻を洗う　　　　　など

【ひき始めが肝心】

☆体を温める飲み物を飲む（玉子酒・生姜

湯・梅干湯・葛根湯を湯に溶いて飲むなど）

☆入浴は控える

☆足湯であたため早めに眠る

☆安静にする　　　　　　　　　　　など

＊やってみると意外に効果があります。他にも様々な風邪予防の方法があると思いますので、工夫して風邪を防ぎましょう＊

　　　家族の保険料を納付しましたが、控

除の対象となりますか？

　　　世帯主又は配偶者としてご家族の国

民年金保険料を納付した場合は、納付

した方がその保険料を申告することが

できます。

　　　　　　　　　　　　年金の加入記録・請求などの相談　℡.０５７０－０５－１１６５

　　　　　　　　　　　　すでに年金を受けている方の相談　℡.０５７０－０７－１１６５

平成18年 社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書発行について

☆社会保険料(国民年金保険料)控除証明書に関するお問合せ☆

社会保険庁 控除証明書専用ダイヤル　℡.０５７０－００－９９１１
（受付期間：平成18年11月１日～平成19年３月16日、平日午前９時～午後５時）

ねんきんに関する相談は

ねんきんダイヤルへ

Q1

A1

Q2

A2
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㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・toto
ミニロト・ナンバーズ

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

の無料相談生命保険年末ジャンボ宝くじ発売
11/24（金）→12/20（水）

281

63

クロッケーの部優勝 古高長寿会の皆さん輪投げの部優勝 江寺江楽会の皆さん

式典での市長のあいさつ
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地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８

11月26日、12月の３日、10日、17日、24日の日曜日午前10時

～12時、午後１時～４時まで上記の電話番号で電話相談を

行います。自己破産しない為にもお気軽にご相談ください。

〒311-2423　潮来市日の出８丁目１２番地６

司法書士 篠塚健司事務所
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10

12

90

電話相談
専用番号

サラ金の借金問題のご相談

0299-95-6222
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2006

軽部会 22,882円

水戸信用金庫潮来支店

10,000円

大久保明子 15,126円

潮来青年会議所

40,605円

ダンスサークルどんぐり

　14,922円

善意銀行（10月分・敬称略）

舞踊連盟百扇会

13,838円

潮来市ライオンズクラブ

　80,000円

谷村 伸夫 玄米30㎏

匿　名 2,000円

匿　名 6,877円　
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「たけくらべ」「にごりえ」「大つごもり」「ちくま文学の森」　

「少年少女日本文学館」「一葉のきもの」「一葉伝樋口夏子の生涯」

「樋口一葉の手紙教室」「一葉の四季」　など

（ＣＤもご用意してあります。）

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

（　は休館日、　は午後１時から開館）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後１時 午後３時30分

12

２日(土) ホーム・アローン サウンド・オブ・ミュージック

３日(日) ホーム・アローン メリー・ポピンズ ウエストサイド物語

９日(土) 魔法の剣　キャメロット マイ・フェア・レディ

10日(日) 魔法の剣　キャメロット オズの魔法使 サウンド・オブ・ミュージック

16日(土) 雪の女王 メリー・ポピンズ

17日(日) 雪の女王 ニキータ レオン［完全版]

23日(土) ポーラー・エクスプレス ニキータ レオン［完全版]

24日(日) ポーラー・エクスプレス クリスマス・キャロル ３４丁目の奇跡

日にち 午後２時～

12月２日

(土)
おたんじょうびのおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

12月９日

(土)
おくりもののおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月16日

(土)
おそうじのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月23日

(土)
クリスマスおはなし会（１時間拡大版）
いたこ・うしぼりおはなし会

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

12月の図書館カレンダー

一葉忌　樋口 一葉（明治５年（1872年）３月25日～明治29年（1896年）11月23日）

　日本美術全集、世界美術全集、ルーブル美術館、

国宝文化財大全など、図書館で日本国内はもちろん

世界中の文化遺産をみることができます。

　小堀進図録、村山密図録、岡倉天心全集、横山大

観全集、山村慕鳥の世界など、郷土の文学、芸術、

水辺に関する図書を集めました。

芸術の秋です。図書館にある芸術にふれてみてください。

※アンケートにご協力ありがとうございました。アンケートの結果と回答は、エン

　トランスホールに掲示してあります。今後の運営の参考とさせていただきます。

10月21日（土）、藤井いづみ先生が来館して、

すてきなおはなしを語ってくれました。

満３歳おめでとう！
図書館から読み聞かせのプレゼントです。

（保健センターで実施している３歳児健診にあわ

せて実施していく予定です）

親子で
おはなしの世界へ

ブックトークブックトーク

親子で
おはなしの世界へ
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　かねてからの懸案事項であった、㈱いたこによる

市内無料送迎バス運行が開始された10月８日、潮来

町長・市長通算３期をもって引退すべく決断し、記

者発表をいたしました。

　「功成り名遂げて身退くは天の道なり」とは老子の

言葉ですが、私に功があるか名を遂げたかは市民の

皆様、後世の人達に判断を委ねたいと存じますが、

為すべきことを為したら潔く身を引く、初当選した

時の思いを貫きたいと判断しました。

　私は自らの政治姿勢を律する為に、市長の資産公

開条例を制定して積極的に公開し、情報公開条例も

県内で７番目に制定いたしました。潮来第一中学校

を建築する際には、現在地に建設するか移転するか

での決断が求められ、結果的に日の出中学校の分離

新設で対処、観光農園事業の凍結、財政非常事態宣言

を発動しての乗り切り、遅々として進まない前川整

備について市民の力を借りての計画づくり、潮来駅

～江寺線の一部開通、須賀曲松下有効利用の為の埋

め立て事業開始、国道51号潮来バイパスの事業開始、

道の駅いたこ開業、水郷潮来バスターミナル開設、

合併記念の図書館建設等の数々の事業を行ってきま

した。なかでも潮来町、牛堀町の合併による市制施

行は平成の大合併の先陣をきり、全国各地から200を

越える自治体関係者が視察研修にお出でになり、合

併に大きく貢献したと自負しております。

　私は建設関連業の出身でありますので、どちらか

と言えば都市計画道路などのインフラ整備には私の

考えを入れ、リーダーシップを発揮出来たと思いま

すが、教育、福祉などについては国、県の方針を踏

襲し、市独自の政策を立てることが少なかったと思

います。

　市長が得意分野を持つことは大事なことであり、

教育でも福祉でもそれぞれに造詣が深ければ、独自

の政策を進めリーダーシップを発揮することができ

ると思います。

　適切な時期で首長を交代することがバランスの執

れた市政につながることであるし、永く続けること

の弊害を排除することにもなります。

　これからの潮来市がどの様な方向に進んでいくの

か、単独の市政を続けるのか、周辺自治体とのさら

なる合併に進むのか、新しい市長の下、執行部、議

会それぞれ切磋琢磨して市民の負託に応えて頂きた

いと念願します。行政の質を高めるのは市民の責任

であり、市民の方々が市政に関心を持つことが潮来

市発展の源であると思います。

　又、行政のプロである市役所職員の皆様はどのよ

うな政治体制になろうと、全体の奉仕者として誇り

と自信を持って業務に励んで頂きたいと思います。

　「市長室から」は、市政施行以来、時の話題や私の

考えなどを掲載し、「毎月楽しみにしています。」と

の言葉を頂いたり、時にはお叱りを頂いたり、締切

り寸前まで文章が書けなくあせったりした時もあり

ましたが、今日まで続けられたことにほっとしてお

ります。

　潮来市の発展、市民の皆様のご健勝、ご繁栄を心

よりご祈念し「市長室から」を閉じさせて頂きます。

　平成18年11月

四選不出馬を決断

646464

　霞ヶ浦圏域の県が管理している河川を対象に、洪水対策に関すること(治水)、農業用水などの

河川水の利用に関すること(利水)、河川環境の保全に関すること(環境)などについて河川整備計

画を作成しています。計画に地域の皆さんのご意見を反映させるため、計画の原案を公表します

ので、ご覧のうえ、ご意見をお聞かせください。

　　　　　◎縦覧期間：12月１日(金)～12月15日(金)（土・日・祝日は除く)

　　　　　◎縦覧場所：潮来市企画財政課・潮来土木事務所

　　　　　◎お問合せ：潮来市企画財政課　℡.63-1111 内線215・216

　　　　　　　　　　　潮来土木事務所道路河川整備第二課　℡.62-3729

※縦覧期間中に茨城県ホームページ(河川課)でも原案がご覧になれます。　

現在作成中の「霞ヶ浦圏域河川整備計画」への
ご意見を広く募集しています
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
法律相談（高）
何でも育児相談（中）

＋当番医

仲沢医院563-2003

水郷潮来
クロスカントリー大会
＋当番医

常南病院563-1101

男女共同参画シンポジウム
（アイモア）

＋当番医

方波見医院564-2714

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.7月生）

子育て広場（中）
法律相談（高）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.7月生）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.4月生）

子育て広場（図）
１歳月児育児相談（か）
（H17.12月生）

子育て広場（中）

御用納め

天皇誕生日

いきいき健康体操（か）
ストレッチ体操（か）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H15.9月生）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

December

のカレンダー月

● 実施場所 ●

（い）…潮来保健センター

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（高）…高齢者センター12

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

県議会議員一般選挙
投票日

＋当番医

延方クリニック
566-1873

広報いたこ 2006
12月号 Vol.68

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.4月生）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H17.5月生）

子育て広場（中）
１歳月児育児相談（か）
（H17.12月生）

献血
（潮来市役所10:00～12:00）

25

県議会議員一般選挙 期日前投票（市役所8:30～20:00、牛堀出張所8:30～17:00）

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.49VOL.49

■開催趣旨

　「Ｅ～クオリティーカフェ」は、男女共同参画社会の実現に向けて、

理解増進とさらなる浸透のため、専門的分野の学者または専門家等と市

民の皆様が、市内の公共施設や喫茶店等の身近な場所で、気軽にお茶を

飲みながら男女共同参画社会の視点で語り合いそして学習の場をつくっ

ていこうという事業です。

　今回は、茨城県事業の「サイエンスカフェ」と共催で実施いたします。

　「サイエンスカフェ」は、専門高度化する科学技術について、第一線

の研究者が研究活動の背景や内容などについて、気軽な雰囲気の中で皆

様にお話して意見交換を行うものです。

　将来を担う、小・中学生、高校生の皆様に関心を持っていただくこと

も目的としておりますので、お父さん、お母さんとご一緒に、どうぞお

気軽に参加してください。市民の皆様の参加をお待ちしております。

【お申込み・お問合せ】

潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206　FAX.80-1100

Ｅメールアドレス：info@city.itako.ibaraki. jp

平成18年度

◎開催日：11月25日（土）
　　　　　13:30～15:00

◎場　所：潮来ホテル２Ｆ
　　　　　レストラン「ラ・ターブル」

◎テーマ：「人の脳の不思議―脳の老化と

　　　　　 記憶の問題を考える」

　＊講師：理化学研究所 脳科学総合研究センター

　　　　　アルツハイマー病研究チーム

　　　　　チームリーダー　高島 明彦氏

◎先　着：５０名

◎参加費：５００円（飲み物代）

※但し、小・中学生、高校生は無料。

11月20日（月）までに電話・ＦＡＸ・

Ｅメールいずれかの方法にて、住所・

氏名をご連絡ください。

申込み方法

「Ｅ～クオリティー＆サイエンスカフェ」開催のお知らせ
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　市長へのたより

総数 女 10,492 世帯（＋14）世帯数15,841人男 15,459人 （－ 2）（＋ 7）31,300人（＋ 5）

　10月29日(日)、県立カシマサッカースタジアム前の大会会場において、第57回茨城県消防ポンプ操法競

技大会鹿行地区大会が行われました。

　これまでは鹿島地区、行方地区それぞれにて地区大会が行われていましたが、市町村の合併により、今

回、鹿行地区大会としてはじめての大会が行われました。潮来市を代表して「ポンプ車操法の部」に出場

した第１分団第１部は第３位に入賞し、「小型ポンプ操法の部」に出場した第４分団第２部は見事優勝に輝

きました。また、第４分団第２部の大塚秀樹選手(指揮者)、山口直也選手(２番員)、中田弘二選手(３番

員)が優秀選手賞を受賞しました。大会の結果は次のとおりです。

優 勝　潮来市消防団
　　　　（第４分団第２部）
準優勝　行方市消防団
第３位　鉾田市旭消防団
敢闘賞　鉾田市鉾田消防団
敢闘賞　神栖市消防団
敢闘賞　鉾田市大洋消防団
敢闘賞　鹿嶋市消防団　

小型ポンプ操法の部 優勝　第４分団第２部（後明） ポンプ車操法の部 第３位　第１分団第１部（西町・大塚野・浜丁）

優　勝　行方市消防団

準優勝　鉾田市旭消防団

第３位　潮来市消防団
　　　　（第１分団第１部）

敢闘賞　鉾田市鉾田消防団

敢闘賞　鹿嶋市消防団

敢闘賞　神栖市消防団

第４分団第２部（後明）

第４分団第２部

出場選手

指揮者　大塚秀樹

１番員　内堀竜一

２番員　山口直也

３番員　中田弘二

補助員　榊原　功

第１分団第１部
出場選手

指揮者　大久保雅人
１番員　篠塚　裕也
２番員　和知　康司
３番員　澤田　進一
４番員　中村　将一
補助員　中島　敏明

第57回茨城県消防ポンプ操法競技大会
鹿行地区大会が行われました

鹿行地区大会第３位入賞
第１分団第１部（西町・大塚野・浜丁）


