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　潮来市制施行５周年おめでとうございます。

潮来市議会を代表してお祝いを申し上げます。

　平成13年４月１日、「平成の大合併」の先陣を

切って潮来町と牛堀町の合併から早くも５年が

たちました。この間に観光地である潮来市は、

道の駅や水郷潮来バスターミナルのオープン、

インターハイ（漕艇）や全国植樹祭の開催、潮

来第一中学校、牛堀小学校、潮来第二中学校の

新改築や市立図書館の開館など新しい歴史を刻

み、鹿行地域の中心都市として着実な発展を遂

げてきました。中でも天皇皇后両陛下をお迎え

して開催された全国植樹祭の大成功は、観光地

“水郷潮来”の名をあらためて全国に発信する

ことができました。

　市制５周年を迎え、今日の潮来を築くことに

ご尽力された多くの市民の皆さんと、将来のま

ちづくりへの決意を新たにすることは大変意義

深いものがあります。

　新しい時代にふさわしい潮来市発展のため、

なお一層のご精進を賜りますよう念願いたしま

す。

　結びに、新潮来市総合計画の描く「美しい水

郷 人が輝く交流舞台 あったかぁいまち いた

こ」を目指し、さらなる市勢の発展と市民の皆

様のご多幸を祈念し、お祝いといたします。

潮来市議会議長

高 塚 　　直

新しい時代に向け、

さらなる市勢の発展を

　わが潮来市は、「平成の大合併」といわれております全国的な

自治体再編成の中で、平成13年４月１日に潮来町と牛堀町が合

併をし、改正合併特例法の第１号の適用を受け、茨城県内では

21番目の市として、誕生しました。

　この５年を振り返りますと、「2002ＦＩＦＡワールドカップ」

関連事業や高校総体ボート競技への取り組み、昨年の天皇皇后

両陛下をお迎えした「第56回全国植樹祭」、そして、水郷潮来

に、「潮来笠記念碑」「潮来花嫁さん記念碑」の建立と、活気に

満ちたところでもありました。　

　また、国・県道路の開通をはじめ、産業振興と地域間交流の

拠点となる「道の駅いたこ」や「水郷潮来バスターミナル」の

開業、そして、潮来インター周辺への企業立地の促進が図られ、

加えて、子供たちの健全育成のために、潮来第一中学校、牛堀

小学校、潮来第二中学校の整備に努め、教育環境の充実が図ら

れました。

　さらには、市民の皆様が、必要な知識・情報を入手し、生涯

を通じて学び続けながら、楽しく心豊かな生活が送れますよう

市立図書館を整備することができました。

　新しい時代を迎えて、重要課題は山積しておりますが、本市

の独自性を発揮し、個性と魅力あるまちづくりを推進するため、

「水郷潮来市まちづくり計画 後期計画」を策定、「水辺などの

自然を活かし、さまざまなふれあいのある、住民が豊かさを実

感できるまち」を目標に掲げ、今、輝かしい未来へ歩みはじめ

たところでございます。そして、本年、市制施行５周年を迎え

ることができましたのも、先輩諸氏のたゆまぬご努力と市民の

皆様のふるさと潮来を思う熱意によるものであり、この熱意と

努力は、これからも市勢を発展させる原動力であることに変わ

りありません。

　これからも、市民の皆様と協働しながら、市政を遂行して参

りますので、今後とも、潮来市発展のため、一層のご理解とご

支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

潮 来 市 長

今 泉 　　和

市民の皆様と協働し、

輝かしい未来へ



村山　 密 氏（1918～）

受章年月：平成３年９月

功　　績：画伯。現在フランス国籍をとられた村山氏は

パリ名誉市民賞、フランス共和国大統領からレジョン・

ドヌール勲章を授与されるなどフランス画壇の重鎮とし

て活躍されております。
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潮来市５周年にあたり

　　　名誉市民　 村山　 密

　潮来市制施行５周年に当り、遠

くパリより心から御祝い申し上げ

ます。

　５年前、潮来市施行の折りには故郷潮来を尋ねて居

りその記念式典に参列させて頂きました。その時から

今日迄、市長 今泉　和 氏を中心に素晴らしい潮来市

民の皆様の御努力で、水郷潮来の自然の美しさを大切

に守り、花もあやめや桜の美しい街になされて、市民

の皆様の住み良い街づくりを続けて居られ、また、潮

来を訪れる人々に大きな喜びと感動を与えて居られま

す事は、パリの我宅を尋ねて下さる日本の方々から

「潮来はいい街です。」と度々聞かされ喜びを与えて下

さいます。その度、私は潮来市民の皆様に頭を下げ感

謝と御礼を心から感じております。

　何か代の時も自然に恵まれた美しい水郷潮来を大切

に、より美々な潮来市に市民の皆様の御努力をお続け

下さいますようお願い申し上げます。潮来市民の皆様

の御健康とお幸せと御繁栄を心からお祈り申し上げて

居ります。　　　　　　　パリにて2006年５月吉日

「平成の大合併」初陣を飾る
　　 名誉市民 　森内　捷夫

　潮来市誕生５周年にあたり一言

御祝を申し上げます。

　市町村の地図を大きく塗り替え

た「平成の大合併」も終焉に近づき、当時、全国に

3,200余りあった市町村が今年３月末日現在1,821とな

り、茨城県においても85から44市町村となった。私は、

潮来・牛堀両町の合併推進にあたって、市町村合併の

最大の目的は地方自治の制度改正を伴う「行財政の改

革」であり、答えであると訴え続け、それが両町住民

の理解を得たと確信している。この答えを近い将来に

わたって導き出すためにはキチンとした算式「まちづ

くり計画」を立て実行しなければならない。

　それが住民から付託されたいわゆる政治の責任であ

る。潮来市は山間僻地でもなければ離島でもない。首

都80キロ圏の恵まれた地域に位置する。「星は小なれど　

その輝きは強し」将来性ある自治の確立を心から望ん

で止まない。

橋本　登美三郎 氏

（１９０１～１９９０）

受章年月：昭和44年９月

功　　績：

　旧潮来町長。衆議院議員に当選する

こと12回。昭和39年佐藤内閣が発足し、

内閣官房長官・建設大臣・運輸大臣な

ど数々の役職を経験されました。また

後に自民党幹事長に就任されるなど政

権の大番頭として功績を残されました。

小 堀　　進 氏

（１９０４～１９７５）

受章年月：平成３年９月

功　　績：

　画伯。白日会展・日本水彩画会展な

どに出品し数々の賞を受賞されまし

た。

　大胆で明快な色調と構成による表現

で水彩画に新たな世界を築き上げまし

た。

須田　誠太郎 氏

（１８８１～１９６９）

受章年月：昭和32年１月

功　　績：

　旧牛堀町の初代町長。生涯を通じて

旧牛堀町の地方自治の確立や教育振興

に尽くされました。

　特に横利根閘門の整備には大きな貢

献をされました。

森内　捷夫 氏（1942～）

受章年月：平成12年７月

功　　績：旧牛堀町の町長として福祉向上に努め、地方

自治の発展に著しい功績を残しました。特に潮来町と牛

堀町との合併においては大きな貢献をされました。

潮来市名誉市民の方々

市制施行５周年記念

潮来市名誉市民よりお祝いのメッセージ

（順不同・敬称略）

（ 画 伯 ）

（旧牛堀町長）
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海老沢　勝二
＜前ＮＨＫ会長＞

橋　　幸夫
＜ 歌 手 ＞

本條　秀太郎
＜三味線演奏家・作曲家＞

花村　菊江
＜ 歌 手 ＞

市制施行５周年記念
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大津　忠男
＜ 陶芸家 ＞

栗原　　徹
＜ラグビー選手＞

戸恒 喜代美
＜水墨画家＞

柳町　光男
＜映画監督＞

10

香取　綾子
（ペンネーム：カトリーヌあやこ）

＜イラストレーター＞

（順不同・敬称略）
広報いたこ 2006
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～平成18年３月

Ｈ15（2003年） Ｈ14（2002年） Ｈ13（2001年）

▲合併協定調印により潮来市誕生

▲潮来第一中学校校舎・屋内運動場等完成

▲夏休み合同学童クラブによるザリガニつり

▲ワールドカップ・ウェルカムイベントが
　開催された「道の駅いたこ」

▲子育て広場にて親子の交流

▲都心へのアクセス拠点水郷潮来バスターミナル

▲台風21号により鉄塔倒壊

▲ボートセンターあめんぼ周辺で開催された
インターハイ
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平成13年４月　

Ｈ17（2005年） Ｈ16（2004年）

▲水郷県民の森をメイン会場に開催　　　　　　　　　　　　
された第56回全国植樹祭

▲企業誘致を推進する潮来ＩＣ周辺

▲日の出地区防犯の拠点、民間交番

▲潮来花嫁さん記念碑
の前でご挨拶される
歌手の花村菊江さん

▲第１期工事が完了した潮来第二中学校校舎

▲市立図書館５月27日オープン ▲前川あやめ園を御視察される天皇皇后両陛下

▲３校統合し新設された牛堀小学校

▲リニューアルしたヘルスランドさくら

▲潮来笠記念碑の前で
ご挨拶される歌手の
橋　幸夫さん

⑨
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⑩
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①合併してから、５年間の貴団体の活動内容や

思い出、これからの潮来市に期待すること。

②今後の貴団体の活動目標など。

潮来市地域女性団体連絡協議会

　　会長　　小沼　文江

①美しく咲き誇るあやめの花が雨に

濡れて、なお一層の艶やかさを増

している季節になりました。日頃、

大変お世話様になっております潮

来市地域女性団体も、町が合併す

るお話を知ってから、牛堀女性会の役員さんと話し合い

をしながら、市の誕生と共に一つになろうと理解を深め

て、今日まで活動して参りました。昭和23年に戦後の混

乱の中で女性の地位向上と家庭の平和を願い、地域にお

いて少しでもお役に立てる組織活動をしながら、会員の

親睦を深めてまいりました。

②女性の就労が増えてくるなかで、少しの時間をさいての

地域でのボランティア活動、社会がかかえている環境問

題、青少年育成、老後の社会変化にまつわる諸問題、子

育てと多くのことが時代の流れとともに女性の肩にのし

かかって参ります。この様な時に団体活動が大変難しく

なってまいりました。しかし、男女共同参画の世の中の

流れに乗り遅れることなく、今以上に研鑽を積んで、女

性の地位向上につとめます。今後も市当局をはじめ、市

民の皆様方のお力添えをよろしくお願いします。

潮来市体育協会

　　会長　　篠塚　和司

①市制施行５周年おめでとうござい

ます。こころよりお慶び申し上げ

ます。私ども体育協会も加盟団体

各位のご理解とご協力により、市

制と同時に一本化をはかり、潮来

市体育協会として活動を続けてこられました事を大変う

れしく思っております。

　　健康で長生きしたいのは誰もの願いであります。健康

づくりは、一日では出来るものではなく、日頃からス

ポーツ等を行う事が大切です。それにはスポーツ施設の

充実が大切でありますので、特段のご配慮をお願い致し

まして、ご祝辞と致します。

②潮来市体育協会では文部科学省の推進事業であります、

総合型地域スポーツクラブづくりに取り組んでおり、名

称を「いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ」として、子ど

もから高齢者までが共にスポーツや文化活動を行い、健

康づくり、地域づくりを行うことを理念に掲げ、潮来に

あった総合型地域スポーツづくりを目指しておりますの

で、市当局並びに市民の皆さんのご理解とご協力をお願

い申し上げます。

潮来市高齢者クラブ連合会

　　会長　　飯田　富美男

①高齢者クラブ連合会の事業活動も

合併以来、年を重ねる毎に充実し、

これも行政側のご指導とご支援に

よるものと、心より感謝申し上げ

ます。市行政域に51単位クラブ

2,600人の会員を擁し、健康増進事業として、市長杯、議

長杯などの高齢者スポーツ大会を始め県大会などにも出

場し優秀な成績を上げたこと、その他の活動としては、

花壇コンクールや清掃活動を実施し、環境美化に努めま

した。また、会員の活動内容を17年度に会報創刊号にて

ご紹介出来たことは、一つの進歩だと思っています。

②1.健康増進事業のグラウンドゴルフは15年度に体育協会の

ご指導にて取り入れ、今やメインスポーツとして定着し、

18年度より市長杯グラウンドゴルフ大会を創設する。

　2.行方警察署より要請があり、交通安全モデル地区に牛

堀地区を指定し、月１回程度の講習会を実施する。

　3.交通安全アドバイザーに単位会長31名が委嘱され今期

より活動する。

　4.会員の増強策と自主的運営管理の強化をする。

潮来市潮来商工会

　　会長　　宮内　一行

①潮来市制施行５周年を迎えおめで

とうございます。私の商工会長就

任も５年前でした。潮来市制施行

に伴う記念事業として、町内各団

体との共催による「花火大会」を

実施したことや、市営あやめ駐車場での合併祝賀記念行

事、各種イベント等思い出は尽きません。そして、これ

からも経済的な変化の先取りは勿論の事、行政との連携

を強化しながら、地域経済団体としての役割を充分認識

し、市勢発展に努めていきたい。

②牛堀商工会との合併につきましては、現在、合併に向け

て最終的な協議を重ねているところです。

　（合併期日18年10月１日）

　　新潮来市商工会発足にあたり、◎活力あるまちづくり

の推進、◎商工業活性化対策の支援・促進、◎観光対策

事業の推進など、重点項目を定め、地域総合経済団体と

して、地域社会から信頼され、支持されることを目指し、

さらに地域社会の発展と地域住民の福祉の向上に努めて

まいります。

項　　目

お祝いメッセージ

市制施行５周年
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潮来市牛堀商工会

　　会長　　山口　敏雄

①北斎公園・小学校跡地を中心とし

て行ってきた商工まつりは、合併

後も地域振興のため継続していま

す。

　　特にマリン財団との協力を得る

夏の花火大会は人気の的。財政逼迫の市当局におかれて

も、この重要性をご理解いただき、よろしくお願いいた

します。

②いよいよ今年10月１日合併を目指して新生商工会のあり

方が問われています。両商工会がこれまでやしなってき

た良いところを充分発揮できるような環境づくりと、そ

れを実現する新役員さん方に期待します。

　　市・商工会・会員と三位一体となって商工業発展のた

めにご尽力くださいますよう、お願いいたします。

潮来市区長会

　　会長　　植田　義継

①市制５周年を迎えた潮来市の66名

の区長会は今、潮来市の目指すべ

き将来像のもと、地域活性化、住

民の生活環境の向上を柱にした積

極的活動を展開している。昨年度

は潮来市議会、潮来市執行部との研修会を実施し、今後

の進むべき方向に一つの道筋をつけたことは大きな成果

であったと思う。本年度もこの研修会を継続して次世代

へ引継ぎたい。

②「ふるさとづくり100年構想」というテーマを打ち出し、

人材育成、心豊かな社会づくりの理念を基本に据え「美

点凝視」の気持ちで地域社会の宝物探しに励み、子ども

や孫たちから潮来市に生まれ育って良かったと、感謝さ

れるような故郷づくりを目標としたい。

潮来市文化協会

　　会長　　山澤　幸次

①潮来市は、江戸時代水運で栄えた

所で、当時は三社詣でが盛んに行

われ、多くの文人や墨客が水郷を

訪れ大変賑わった。合併５周年を

迎え、観光の中心地として前川の

整備を進められ、通年型の観光地として国内はもちろん

海外まで宣伝して多くの観光客を誘致できるまちづくり

を進めてください。

②潮来市文化協会は、文化団体30団体の連絡調整をはかり、

文化活動の実践を通し市民の文化を高め郷土の発展に寄

与することを目的とする団体で、今年で30周年を迎え、

記念行事を開催すべく準備をしているところです。また、

本年も文化祭、各種展覧会、文化講座、文化講演会、芸

能発表会などの事業を進めて参ります。

水郷潮来観光協会

　　会長　　中根　　猛

①潮来市合併の翌年、水郷潮来観光

協会も牛堀・潮来の両協会の観光

資源の共有部分も多々あることか

ら、早期の合併が実現しました。

新たな協会事業として、10月の月

まつりを復活させ、試行錯誤を繰り返し今年で第３回目

となります。潮来の観光資源の一つは豊富な水にあり、

いかに水を利用し活用出来るか、協会と行政そして地域

住民と一体となり、取り組んで行きたいと思います。

②水郷潮来観光協会では、年に数回大きなイベント事業を

行っておりますが、訪れた人々が記憶に残るような魅力

をもった観光事業を目標としております。これからも観

光資源開発、サービスの向上推進を多くの皆様のご協力

を賜りながら、会員一丸となり、水郷潮来の良さをア

ピールしていきたいと考えております。

潮来市大規模稲作研究会

　　会長　　森内　泰男

①まずは潮来市制施行５周年誠にお

めでとうございます。

　　潮来市大規模稲作研究会では、

合併に伴い「地域米のブランド化」

に着手してまだ２年目でありま

す。米価の急落や個人販売の限界から、潮来市の農業が、

これからの時代を生き残るために、これからもより一層、

「買ってもらえる米づくり」の条件整備に努めてまいり

ますので、潮来市のご協力をお願いいたします。

②潮来市のコシヒカリは、全国的にはまだまだ知られてい

ないのが現状です。堆肥・種子から粒にまでこだわった

潮来市のブランド米は味の評価だけではなく、生産者の

顔の見える取り組みを行っております。

　　今後の目標として、平成20年までに50ha、5,000袋の生

産を目標に頑張りたいと考えております。

潮来市ボランティア連絡協議会

　　会長　　大川　暁子

①各々の団体の活動は様々で、フラ

ワーロード花植、施設でのお手伝

い・慰問、学校での福祉活動、手

話の指導、食事作りと多種多様に

分かれています。昨年は全国植樹

祭での花植、防災等の研修会と活動してきました。

　　潮来市において地域を守るために、行政と連携をはか

り、地域住民全員での活動を心がけることを期待します。

②私たちの会はボランティア活動を志す人たちの連携をは

かり、情報の交換・研修・地域に密着した活動を通し

「活動の円滑化と愛の心」、「ともに生きる喜び」を学び、

心のよりどころと喜びをあじわうことを目標に活動して

います。

（順不同・敬称略）
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日の出地区代表区長

　　望月　福也 さん

①なんといっても2005年６月５日、天

皇皇后両陛下をお迎えしての「～楽

しいな森と人とのハーモニー～第56

回全国植樹祭」が水郷県民の森にて

行われたことです。テレビでの全国

放送は水郷潮来市を１日で日本全国

にＰＲできたことと確信しております。私たちはこの植

樹祭に参加させていただき、大変感動いたしました。ま

た、記念樹は我が家の宝物とし大切に育てたいと思います。

②日の出に住んで18年になります。海・川・霞ヶ浦に囲ま

れ天気の良い日はつくば山が湖のむこうに良く見え、気

候的には極端な暑さ寒さもなく、台風も少なくすばらし

潮来市花菖蒲協会

　　会長　　宍戸　健寿 さん

①平成15年度、全国あやめサミッ

トが開催されたことをはじめと

して、平成17年度には全国植樹

祭が当市で行われ、６月６日に

は天皇皇后両陛下が前川あやめ

園を御視察されたことに感激し

ています。忘れられません。いづれの時もあやめ花飾

りを会員の協力でやれた事がよい思い出としてありま

す。

②前川、霞ヶ浦、北浦に囲まれた緑の風景、秋の稲穂、

旨い米、あやめ咲く前川、嫁入り舟の風景。

③あやめ花菖蒲等、花や野菜作りを続けていきたい。

④前川の水をきれいにしてほしい。

潮来市高校生会（オレンジペコ）

　　会長　　佐藤　沙彩 さん

①道の駅いたこの建設と植樹祭の

開催により地域の人達との交流

が増え、市全体が明るくなった

と思います。

②一番は豊かな自然です。その他

には毎年開催されるあやめ祭り

や十二橋巡りがとても好きで、自慢できる所です。

（オレンジペコもです!!）

③夢はまだ決まっていないので、今は学生としてやるべ

きことを、しっかりとこなしていきたいと思います。

④他市との交流を持ち互いのいい所を紹介しあい、ます

ますの繁栄があればいいなと思います。また、豊かな

自然を利用した公共施設などが増えるといいと思います。

い環境のもとで生活できることが一番の自慢です。また、

各地区には伝統的な文化（祭りも含む）がたくさんある

ので、これも自慢の一つです。

③民間交番・日の出防犯センターを拠点に防犯活動を展開

中ですが、日の出地区は新興住宅街ということもあり、

共働きの家庭が多く、空き巣・忍び込み・自動車盗難が

潮来市内で最も多く発生しております。これからの目標

は日の出地区防犯パトロールの仲間の皆様と内容を工夫

しながら継続し、日の出区民の防犯意識を高め、安全・

安心の街づくりに努力して行きたいと思っています。

④福祉について、言うまでもなく、福祉は人々が満足でき

るような生活環境を構築するのが社会福祉だと思いま

す。これからますます高齢化が進む現状は潮来市とて同

様です。どうか行政の力をもって福祉事業推進に一層の

ご努力にご期待申し上げます。よろしくお願いします。

潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会

　　会長　　後藤　博子 さん

①潮来市制施行より早５年、月日

の早さと共に21世紀型行政改革

への急速な移行の中にあって、

市民の目線に立った行政を行っ

て下さっている事に感謝してお

ります。

②歴史的名所も多く、訪れる誰もがふるさとを思い出す

ような、風光明媚な場所である。

③長年学んだ日本舞踊や華道をいかして、社会の一員と

して貢献していけるよう、日々ステップアップをして

いきたいと思います。

④一人一人に魅力ある潮来市であるためには、男女共同参

画の視点で性別にとらわれない人材の登用により、高齢

者、障害者福祉、子どもたちの教育にもいきとどいた市

民参画型の開かれた行政であることが望まれます。

潮来アグリネットワーク

　　会長　　高柳　好男 さん

①この５年間で、出会いと別れが

ありました。別れとして思い出

深いのは、自分の通った小学校

が閉校され、とても淋しく思っ

たこと、出会いは新しく小学校

が開校したことです。また、昨年

は天皇皇后両陛下を迎え、水郷県民の森で行われた植樹祭

に参加したことが、とても思い出深いできごとでした。

②水郷県民の森をはじめとする自然が豊かなところ。

③私の家では、さつまいもを作っています。目標として

は、規模の拡大と施設の充実をして、できれば新しい

特産物を手がけたいと思っています。

④若い農業者が、意欲をもって農業に取り組めるような

環境作りと支援をお願いします。また、「潮来ならでは」

の特色をだした市政を期待します。

①合併してから、５年間の思い出や感想、潮来の印象など

②潮来の好きなところ、自慢できるところ

③自分自身の、これからの夢や目標

④これからの潮来市へ期待すること

質問
項目

市民の

皆さんの
「声」
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石津　美華 さん

①2001年～2006年の潮来の変化

は、道の駅、県民の森など観光

スポットも増え、さらに高速バ

スの本数も増え、他県からの観

光客も増えたのでは？と思いま

す。

②緑豊かなところが自慢の一つで

す。最近では県民の森で植樹祭も行われ緑豊かな街の

象徴にもなりました。また、夏祭りや踊りの夕べ、あ

やめ祭りなど、にぎやかな街づくりが気に入ってます。

③私は２年前、青年海外協力隊に参加し今年４月に無事

帰国しました。この２年間で日本を見る視点、郷土を

思う気持ちなど私の中で大きく変わりました。海外及

びボランティア活動の経験をいかし、今日より明日と

いうように、何事にも前向きに考え自分を成長させて

いきたいと思います。

④合併をし、住民の企画・発案などに参加する、協力す

る機関が増えたと思います。いろいろなイベント、活動

を通して“潮来市の元気さ”を紹介してください。

谷口　美恵子 さん

①牛堀の女性会の人たち、また、

潮来・牛堀で行われている祭典

（例：商工祭、さくら祭り等）

で交流がはかられると同時に人

の和が広くなっています。とて

も良い印象です。

②・空気がすんでいます。利根川

で魚が川面にはねている姿は心がとても安らぎます。

　・あやめの時期になると全国から観光客が来られま

す。あやめ娘・嫁入り舟を観光にとらえている事が

潮来の自慢です。

③今、マスコミで騒がれている子どもの安全・防犯に、

なんとか私も助けとなる事ができないかと、常日頃考

えていました。そこで「心の架け橋」という歌を作っ

ていただきましたので、この歌を全国の弱者の人たち

に口ずさんでいただける事が私の今の目標です。

④明るい町づくり、潮来は歌の町、潮来から生まれてい

る歌がたくさんあります。そこで、歌詩集を作り全国

にＰＲできることを望みます。

　市民憲章とは、美しい自然に恵まれた郷土をこよなく愛し、みんなのまちを住みよい幸

せなまちにするため、市民がお互いに守る市民生活のルールです。

　憲章文は、市民の皆さんが実行できる内容のもので、多くの希望が盛られており、市民

ひとりひとりの心の中に贈られるものです。市民の自覚と責任によって、これらを守り実

行し、私たちのまちを明るく暮らしやすい魅力あるまちにしましょう。

潮 来 市 民 憲 章
水郷潮来に住む私達は

豊かな水と緑とともに生きた歴史と文化を　輝かしい未来へ継承し

健康で希望にあふれ　世代をこえ夢を育む　あったかいまちを

創りあげるため　ここに市民憲章を定めます。

１．自然を愛し、あらゆる生命（いのち）を慈しみ明るく美しいまちをつくります。

１．健康で明るく、思いやりと感謝の心で豊かなまちをつくります。

１．郷土の歴史と伝統に誇りをもち、文化のまちをつくります。

１．きまりを守り力を合わせ、住みよいまちをつくります。

１．地域活動に進んで参加し、心のふれあいを大切に楽しいまちをつくります。

市　章 市 の 花 市 の 木 市 の 鳥

　毎年５月頃、北浦・

外浪逆浦の草原に飛来

する。雄はにぎやかに

鳴き、雌はひなをかえ

し、秋になると東南ア

ジア方面へ去ってい

く。水郷地帯にはなじ

みが深い鳥である。

　俳句や歌に多く歌わ

れているこの鳥を市の

鳥とした。

　岸辺に咲きみだれる

あやめ、豊かに流れる

水、その水面に映える

ポプラは水郷の情緒に

なくてはならないもの

である。

　水郷にふさわしい木

としてポプラを市の木

とした。

　昔からいたこはあや

めで知られてきた。

　あやめは５月から６

月にかけて、日当たり

の良い水辺や湿地に育

成する多年草で紫色の

花が咲き、多くの歌や

俳句等に歌われてき

た。いたこを代表する

花としてあやめを市の

花とした。

　市章は潮来（いたこ）の

『い』の字を表し、水郷地

帯を流れる緩やかな川の流

れを表している。 あやめ ポプラ よしきり

潮 来 市 民 憲 章
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○前川まちづくりシンポジウム
　～前川と生きる 美しい水郷 人が輝く交流舞台へ～

　日　程：平成１８年７月９日（日）　午後１時３０分～４時

　会　場：潮来市立潮来公民館

　内　容：第１部　基調講演

　　　　　第２部  パネルディスカッション　入場無料（300名）

　　　　　はじめに、川を愛する活動家ＮＰＯ法人 新町川を守る会 

会長 中村英雄氏（徳島県）に基調講演をいただき、その

後、中村さんを交えながら、市内の有志の方のパネラー

と、治水をはじめとした水辺の整備など、市民協働を踏

　　　　　まえながら、まちづくりを考えて行くものです。是非、参加してください。

＜市制施行５周年記念事業のお知らせ＞

○秋の防犯の集い 開催予定
　期　日：平成１８年１０月２２日（日）

　場　所：潮来市立潮来公民館

　内　容：一部　防犯の集い

　　　　　二部　アトラクション（県警音楽隊の演奏等）

　　　　　三部　防犯パレード　（潮来公民館から潮来駅まで）

　　　　　市民の皆様と防犯の意識高揚に努め、併せて、県警音楽隊の演

奏を楽しみ、防犯パレードを行う予定です。また、具体的な内

容等については、今後、市広報紙等でお知らせいたします。

　市といたしまして、この記念すべき市制施行５周年という節目を、

市民の皆様と一緒に盛り上げていくため、次の記念事業に取り組みます。

○ＮＨＫスポーツパーク

　「松岡修造のテニスパーク」開催予定
　期　日：平成１８年１１月１９日（日）

　会　場：潮来市立中央公民館　体育室

　　　　　元プロテニスプレイヤーの松岡修造さんをお招きし、テニス教室やトークショー

等を行います。また、具体的な内容や応募方法等については、今後、市広報紙等

でお知らせいたします。

【対象とする事業】

　平成18年４月１日から平成19年３月31日までの事業・イ

ベント等で潮来市内で開催するもの

【承認基準】

（１）市制施行５周年記念事業の趣旨に沿うもので、市民

の参加が期待できる事業

（２）一般の市民に公開される事業

（３）政治的、宗教的目的を有しない事業

（４）営利を主たる目的としない事業

（５）公序良俗に反しないもの

【申請手続】

　主催者は「市制施行５周年記念協賛事業申請書」に必要

事項を記入のうえ、潮来市総務部秘書広聴課へ提出し、

承認を得てください。

　※申請書は市役所 秘書広聴課又は市ホームページより

ダウンロード願います。

【承　認】

　協賛事業の承認については、市が承認基準に基づいて決

定し、主催者に通知します。

【内　容】

（１）ポスター、パンフレット、チラシ等に「潮来市制施行

５周年記念協賛事業」の名称を使用していただきます。

（２）市広報紙で事業のＰＲをいたします。

（３）市ホームページで事業のＰＲをいたします。

【申込及びお問合せ】

　潮来市 秘書広聴課（潮来市制施行５周年記念事業担当)

　℡.63-1111   FAX.80-1100

　ホームページ http: / / www.city.itako.ibaraki.jp /
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