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平成13年４月 潮来市誕生記念式典

平成18年５月 潮来市立図書館開館
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潮来産コシヒカリブランド化の取り組み

健やかな成長を願う～次代を担う子どもたち～

平成14年４月 道の駅いたこグランドオープン

平成17年６月 天皇皇后両陛下 前川あやめ園御視察



4広報いたこ 2007
３月号 Vol.71

投票時間　午前７時00分から午後６時00分まで
※投票所を閉じる時刻が午後６時になっていますので、ご注意ください。

投 票 所

【お問合せ】　潮来市選挙管理委員会（市役所総務課内）℡.63-1111 内線221

の投票日です

２月１８日に投票所へ行くことができない方
　　　　例えば　・日曜日に営業する自営業の方

　　　　　　　　・冠婚葬祭の予定のある方

　　　　　　　　・旅行の予定のある方　　　　などは

期日前投票で投票することができます

期日前投票は、２月１２日（月）から２月１７日（土）まで

　○潮来市役所　本庁舎１Ｆ（午前８時30分～午後８時00分）

　○牛堀出張所　庁舎１Ｆ　（午前８時30分～午後５時00分）

　※どちらの投票所でも投票することができます。

　※牛堀出張所は午後５時00分までとなっていますのでご注意ください。

潮来市長選挙

潮来市議会議員補欠選挙

２月１８日（日）は

投　票　所 対 象 地 区 名

潮 来 投 票 所 潮来小体育館 潮来地区（大洲、十番除く）

日の出投票所 中央公民館 大洲、十番、日の出地区、徳島、福島、米島

津 知 投 票 所 潮来保健センター 津知地区

延 方 投 票 所 延方小体育館 延方地区（徳島、福島、米島除く）

大生原投票所 大生原小体育館 大生原地区

牛 堀 投 票 所 牛堀公民館 かすみ地区

八 代 投 票 所 かすみ保健福祉センター 八代地区
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略歴
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　潮来市では、広く社会の進歩に貢献し、その功績が特に顕著である方に対し、名誉市民の称号を

贈り、郷土の誇りとして、また、敬愛の対象として顕彰しています。

　平成18年12月に行われた第４回潮来市議会定例会において、前日本放送協会会長 海老沢勝二 氏 

並びに元茨城県議会議長 故 香取 衛 氏に対し潮来市名誉市民の称号を贈ることが決定しました。

海老沢勝二 氏(前日本放送協会会長)、

故香取 衛 氏(元茨城県議会議長)へ

潮来市名誉市民の称号を

お贈りしました

　１月27日（火）、潮来ホテル平安の間において、潮来市名誉市

民証書贈呈式並びに祝賀会を開催し、海老沢氏に対し名誉市民

証書・記念章が贈られました。当日は多くの招待者や関係者が

出席し、盛大に行われました。今泉市長は挨拶のなかで「海老

沢さんは、昭和32年にＮＨＫに入局して以来、放送・情報事業

の発展に尽力されるとともに、日本赤十字社の常任理事を務め

るなど、広く社会の振興に努められ、また、郷土を愛し、市政

進展にひたむきな情熱を傾けていただき、名誉市民の称号をお

贈りするのにふさわしい方。これからも市の大きな発展のため、

ご支援、ご協力をお願いします。」と述べられました。

　平成18年12月17日（日）、中央公民館において故 香取 衛 元県

議会議長合同葬が行われ、葬儀に先立ち、今泉市長より名誉市

民証書が贈られました。

　故香取氏は、昭和61年に茨城県議会選挙に出馬し、当選され

て以来、５期にわたり県政に汗を流され、平成14年には第92代

茨城県議会議長を務められました。また、潮来市の発展にもご

指導を賜り、都市基盤や生活環境の整備、教育・福祉の充実な

ど、広く市民福祉の向上にご尽力されました。

1934（昭和 9）年　潮来町に生まれる。
1957（昭和32）年　早稲田大学第一政治経済学部政治学科卒

業。日本放送協会入局。
1988（昭和63）年　日本放送協会報道局長になる。
1989（平成元）年　日本放送協会理事になる。
1991（平成 3）年　㈱ＮＨＫエンタープライズ社長になる。
1995（平成 7）年　いばらき大使になる。
1997（平成 9）年　日本放送協会会長になる。

1929（昭和 4）年　延方村に生まれる。
1953（昭和28）年　早稲田大学教育学部社会科卒業。
1954（昭和29）年　日本電信電話公社へ入社。
1966（昭和41）年　建設大臣秘書官に任命。
1971（昭和46）年　運輸大臣秘書官に任命。
1987（昭和62）年　茨城県議会議員（一期目）になる。
1991（平成 3）年　茨城県議会議員（連続二期目）になる。

1995（平成 7）年　茨城県議会議員（連続三期目）になる。
1999（平成11）年　茨城県議会議員（連続四期目）になる。
2002（平成14）年　第92代茨城県議会議長になる。 
2003（平成15）年　茨城県議会議員（連続五期目）になる。
2006（平成18）年　逝去(享年77歳)。
　　　　　　　　従五位旭日小綬章を授与される。
　　　　　　　　潮来市名誉市民になる。

香取 衛氏

略歴

2002（平成14）年　水郷いたこ大使になる。
　　　　　　　　国際エミー賞 経営者賞を授与される。
2003（平成15）年　（財）日本オリンピック委員会評議員になる。

（特）日本赤十字社常任理事になる。
2005（平成17）年　茨城県表彰（特別功績者）を受賞。
2006（平成18）年　潮来市立図書館名誉館長になる。
　　　　　　　　潮来市名誉市民になる。
2007（平成19）年　横綱審議委員会委員長になる。

海老沢 勝二 氏 故 香取 　衛 氏

故 香取 衛 元県議会議長へ
潮来市名誉市民の称号をお贈りしました

潮来市名誉市民証書贈呈式並びに祝賀会開催



　潮来市職員の給与は、地方公務員法に基づいて潮来市職員の給与に関する条例で

定められており、すべて議会の審議を経て決められています。市民のみなさんのご

理解をいただくため、地方公務員法に基づき公表します。

　なお、詳細な内容は後日市ホームページでお知らせする予定です。

人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ

平成17年度
３１，４１４人

平成18年３月31日現在
116億6,983万円 ２億6,087万円 25億6,670万円 22.0％

（注）１ 人件費とは、一般職員の給与（給料手当）、退職手当、共済組合負担金、特別職の給料、報酬などをいいます。

　　　２ 普通会計とは、どこの市町村にも共通する行政の会計をまとめたものです。

　　　３ 実質収支（当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額）＝歳入総額－（歳出総額＋翌年度へ繰り越すべき財源）

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職　員　数 給　　　与　　　費

平成18年度 ２５５人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

10億6,217万円 １億1,193万円 ４億3,511万円 16億921万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成18年４月１日現在）

（注）１ 職員数は、普通会計予算のみの人数のため、全体数（284人）より29人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成18年度に当初予算に計上された額です。

　　　３ 職員手当には退職手当を含みません。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況

区　　分 潮 来 市

一般行政職
平均給料

平成18年４月１日現在

352,400円

平均年齢 43.8歳

職員の初任給の状況（平成18年４月１日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 170,200円

高 校 卒 138,400円

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成18年４月１日現在）

区　　分
経　験　年　数

7年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上20年未満

一般

行政職

大学卒 253,800円 292,000円 338,400円

高校卒 201,500円 246,600円 299,200円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成18年４月１日現在）

期末手当 勤勉手当

６月期 1.40月分 0.725月分

12月期 1.60月分 0.725月分

計 3.00月分 1.45月分

区　分 内　　　　容

扶養手当 他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている扶養親族のある職員に支給

住居手当
新築または購入住宅　５年目まで2,500円

借家　　　　　　　　最高27,000円支給

通勤手当 交通用具などを利用して通勤している職員に支給

退職手当
茨城県市町村総合事務組合(県内市町村で構成)の退職手当

条例の規定に基づき、給料、勤務年数に応じて支給
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特別職等の報酬等の状況（平成18年４月１日現在）

区　　分 給料月額等

市　　長

助　　役

745,000円

578,000円

議　　長

副 議 長

議　　員

327,000円

279,000円

259,000円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部　　門
職　員　数 （人）

平成17年 平成18年 増減数

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

3
58
21
46
26
23
9
25

4
54
21
40
24
19
9
25

1
△ 4

△ 6
△ 2
△ 4

小　　計 ２１１ １９６ △15

教　　育 56 57 1

小　　計 56 57 1

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

7
10
11

7
9
15

△ 1
4

小　　計 28 31 3

合　　計 ２９５ ２８４ △11

定員適正化計画の数値目標

　潮来市では平成17年３月に「第２次潮来市行財政改

革大綱」を策定し（平成18年３月一部改正）、定員の適

正化につきましては、下表のとおり数値目標を定めて

います。

　全ての業務において民間委託などの可能性を検討し

ながら、組織内部においてはＩＴ化の活用や事務定型

化などによる事務軽減、さらに組織の見直しによる人

材の有効活用を進め、平成16年と比べ37人削除し、平

成23年に２６０人を目標として、一層の削減を進めて

いくものとします。

区　分
平成19年

４月

平成20年

４月
～

平成23年

４月

計　画

職員数
２８０人

(※)
２７７人 ２６０人

（※）予定されている職員数。

（地方公共団体定員管理調査より）

【お問合せ】潮来市　総務課　人事行政グループ　℡.63-1111　内線222

区　　分 支給割合

 
 

 

市　　長

助　　役

議　　長

副 議 長

議　　員

年間3.35月分

18

12

12

19

 

 
 

 
 

12

23

 

 

15
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12

10

16

17
23

46

 

12

22

12

23

300

12

28

19

14

㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

ナンバーズ・ミニロト・

ロト６・toto・BIG
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

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

２/１９（月）から発売
グリーンジャンボ宝くじ

第３位に入賞した潮来レッズチーム

学生服・トレーニングウェア取扱いご案内

清見屋洋品店 潮来市七軒町
TEL 62-2135

潮来小・津知小・日の出小
潮来一中・潮来二中・日の出中

麻生高校
（鹿島高校・鉾田一高・佐原高は男子のみ取扱い有）
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17

15

24

 
 

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

12
48

司法書士 篠塚健司事務所

遺産の相続手続　土地建物の名義変更

会社の設立等　サラ金の借金問題

 毎月第２水曜日、当事務所において無料相談を

 行っております。（予約必要 ℡６６－３５１１）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

小島 敏男さん 大川善ェ門さん吉川 文衛さん

香取みつ子 500,000円

カシマスポーツ

ボランティアセンター

10,000円

日の出７丁目区 5,000円

匿　名 2,000円

善意銀行
（１月分・敬称略）

経済産業省経済産業政策局
調査統計部長　感謝状

総務大臣表彰

特別養護老人ホーム いたこの郷

榊原 照夫さん額賀 勝男さん 石津 晴雄さん

茨城県知事表彰茨城県統計協会総裁表彰
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　潮来市地域包括支援センターでは、高齢者の方の生活の様子をお聞きするために高齢者総合相談セン

ター＊注１（現：在宅介護支援センター）あやめ・福楽園と協力し、介護予防（介護状態にならないよう

にする）が必要な方を早期に発見するための基本チェックリスト＊注２の聞き取りや、災害等の緊急時に

適切な対応ができるよう個別訪問を行っています。

　特に一人暮らしの方には民生委員とも協力し、全戸訪問を目指しています。（訪問するときには身分証

明書を携帯していますので、ご確認の上、安心して相談していただきますよう、お願いいたします。）

　基本チェックリストで介護予防が必要と判断された方は、市が行う基本健診や医療機関で受診した上

で、介護予防事業に参加することができます。参加する場合には地域包括支援センターが計画を立てる

などご相談に応じます。詳しくは下記へお問合せください。

　これまで在宅介護支援センターという名称でしたが、平成19年４月からは高齢者総合相談センターと

なります。潮来市地域包括支援センターの窓口として、地域で高齢者に関する相談に応じます。介護に

関することだけでなく高齢者の虐待など幅広い相談に応じます。また、24時間体制をとっています。

　　　　　　【お問合せ】潮来市地域包括支援センター（潮来市介護福祉課内）

　　　　　　　　　　　　TEL.63-1111 内線396・397　　FAX.80-1410

＊注１　高齢者総合相談センターとは？

　基本チェックリストは２５項目の質問に答えてもらい、皆さんの現在の生活の様子を確認するもので

す。項目は、生活状況全般や、運動器、栄養状態、お口の健康、気持ちの落ち込みなどの精神状態等に

分かれており、チェックした項目によって介護予防が必要かどうか判断する材料となるものです。

＊注２　基本チェックリストってなあに？

平成19年４月からは次のようになります

 
 

 

潮来市地域包括支援センター
（潮来市介護福祉課内）

高齢者総合相談センター

あ や め

高齢者総合相談センター

福 楽 園

皆さんの生活を支えます

高 齢 者 の 皆 さ ん

高齢者の皆さんのところへ

訪問活動をしています！
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◆注　意

・軽自動車税は、４月１日現在に軽自動車等を所有している方に１年分課税されます。自動車税と違い、月割り課税は行ってい

ませんので、年の途中で廃車・売却されても税金は戻りません。

・潮来市へ手続きをする車種（潮来市ナンバー）を購入した場合、登録申請するときには購入（売買）証明書等が、譲受の場合

には譲渡証明の提出が必要になります。

・潮来市から市外へ転出する場合、潮来市（潮来町・牛堀町）ナンバーの軽自動車をお持ちの方は廃車手続きをし、市へナンバー

プレートを返却してください。転出先の市町村で再度登録手続きをし、新しいナンバープレートの交付を受けてください。

・廃車や譲渡をした場合、手続きをしないといつまでも課税されることになりますので注意してください。

毎年４月１日現在、市内にバイクやトラクター、軽四輪自動車などを所有する方、または使用する方に課税されます。

◆税　額

　排気量などによって分類されています。

◆手続き

　バイクや軽自動車などの廃車や名義変更の手続きは下記のとおりとなります。

車の種類 税 額 車の種類 税 額

原付(50㏄以下) 1,000円 四輪貨物(営業用) 3,000円

原付( 50㏄超 90㏄以下) 1,200円 二輪の小型自動車 4,000円

原付( 90㏄超125㏄以下) 1,600円 小型特殊・農耕二輪 1,600円

二輪(125㏄超250㏄以下) 2,400円 小型特殊・四輪(1,000㏄以下) 2,400円

三輪 3,100円 小型特殊・四輪(1,000㏄超) 3,100円

四輪乗用(自家用) 7,200円 小型特殊・作業用 4,700円

四輪貨物(自家用) 4,000円 ミニカー 2,500円

四輪乗用(営業用) 5,500円

種  　類 手続き場所

潮来市(潮来町・牛堀町)ナンバー

・原動機付自転車(125cc以下のバイク)

・ミニカー

・小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)

潮来市役所 税務課

℡.63-1111

内線125・126

水戸ナンバー

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

・軽自動車(二輪)(125cc超250cc以下)

・三輪車

(財)関東陸運振興財団

茨城支部軽自動車出張所

℡.029-247-5854

水戸ナンバー

・軽自動車 (四輪)

軽自動車検査協会
茨城事務所
℡.029-293-9989

軽自動車等の登録手続きは忘れずに!!

【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

みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ

No.9

新しい年が始まって早１ヶ月。今年の元気のコツとして、『３つの健康』についてご紹介したいと思います。

　　　　　　　　皆さんは「健康」ですか？

　　　　　　　　健康の考え方はさまざまですが、『３つの健康』という考え方があります。『３つの健康』とは

　　　　　　　　① からだの健康  ② 心の健康  ③ 社会的な健康 のことです。この３つ全部が完璧であること

が健康というのではなく、この３つのバランスがとれ、心も体も社会的にも自分らしく、よりよく生きている状

態が健康といえるのではないでしょうか。

◎「からだの健康」は、病気があるかないか、体調などです（検査結果も指標となります）。

◎「こころの健康」は、気持ち、感情、気分などです。

◎「社会的な健康」は、家族や地域の人々との関わり、仕事、地域活動、生きがい活動などです。

　例えば、体に病気がないのに「つまらない」とうつうつとしていたり、

体が疲れているのに無理して宴会に付き合ったりすることがあります。

そういうときは『３つの健康』のバランスが崩れているときかもしれま

せん。一方、何らかの障害があっても「今日も生きていて幸せだ、良

かった」と思えたら、その人は健康ではないでしょうか。たとえ病気が

あっても、自分らしく生き生きと生活できたら嬉しいことです。

　年の初めに『３つの健康』を考えてみませんか。

【お問合せ】潮来市　税務課　資産税グループ　℡.63-1111　内線125・126

こころの

健康

社会的な

健康

からだの

健康
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◎団体プロフィール◎

●名　　称：白鳥を守る会

●会　　長：小沼 由男　

●参加資格：会の活動に賛同する地域住民　

●会 員 数：６０人
　（主に大生原地区、延方地区の漁業・農業関係者中心）

●活動拠点：白鳥の里（水原地先北浦湖岸）

●連 絡 先：事務局　広引 芳夫

　　　　　　TEL&FAX 0299-67-5866

　白鳥を守る会は、水原の北浦湖岸に白鳥が初めて飛来した昭和56年に地元

有志数名の手によって活動を初めて以来、様々な分野で活発な活動を続けて

いる市民団体です。結成から26年目を迎える現在、市内外から多くの人々が

憩いの場所として訪れる「白鳥の里」を守っています。

!!!!
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【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３時

３

３日(土) ロビンフッドの冒険 と も し び

４日(日) ロビンフッドの冒険 と も し び

10日(土) ごきげんなライオン[他３作品] 山びこ学校

11日(日) ごきげんなライオン[他３作品] 山びこ学校

17日(土) ポケットモンスター アドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチ どぶ川学級

18日(日) ポケットモンスター アドバンスジェネレーション七夜の願い星ジラーチ どぶ川学級

24日(土) 映画ドラえもん　のび太と鉄人兵団 青 い 山 脈

25日(日) 映画ドラえもん　のび太と鉄人兵団 青 い 山 脈

31日(土) ハリー・ポッターと賢者の石 学 　 　 校

日にち 午後２時～

３月３日
(土)

ひなまつりのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

３月10日
(土)

耳のおはなし

いたこおはなし会

３月17日
(土)

春分の日のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

３月24日
(土)

卒業のおはなし

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 31

３月の図書館カレンダー

「知床を歩く 立松和平日本を歩く」「きもの紀行 染め人織り人を訪

ねて」「ブッダ この世で一番美しい物語」「花 立松和平のふるさと

紀行」「現代の饗宴 立松和平対談集」「虹色の魚 立松和平ファンタ

ジー選集」「街のいのち」「遠雷 四部作」

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

立松 和平（潮来市文化講演会講師 2月25日(日)：潮来公民館にて開催）

12月23日（土）、おはなしの部屋において
クリスマスおはなし会が開催されました。

12月23日（土）、エントランスホールにおいてクリスマス・

ミニ・コンサートが開催されました。

　 演奏した曲目

 ☆モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハトムジーク

 ☆クライスラー：美しきロスマリン

 ☆スタジオジブリ：君をのせて（天空の城ラピュタより）

 ☆クリスマスメドレー など

クリスマス・ミニ・コンサート クリスマスおはなし会

演奏者：荒井智子と仲間たち

※２月19日（月）～23日（金）は、特別整理期間（蔵書点検等）のため休館となります。２月11日（日）～18日

（日）は貸出冊数を増やします。詳しくはお問合せください。
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206

VOL.52VOL.52

　女性リーダー育成事業の一環として開催した「いきいき女性議会」に参加された皆さんが、市政を

学習し、まちづくりに興味を持ち、男女共同参画はまちづくりであると認識されたことをきっか

けとして設立されました。現在は、女性の視点を生かしたボランティア活動を行ったり、また、各委

員会や審議会等へ選出されるなど、様々な分野で活躍しています。

☆会議・研修・学習会（月２～３回実施）

☆伝統と文化（踊り）の伝承として各種イベントに参加

☆前川ウォッチング：潮来の観光資源を再認識するため、前川あやめ園から道の駅

いたこまでの川沿いを探索

☆まちかど美味いもんウォッチング：市内の美味いもん処をマップで紹介するため、

市内探索（現在作成中）

☆各種市内イベント事業にボランティアスタッフとして参加

☆男女共同参画基本計画策定に係る取り組み（Ｈ17・18年度）

　　　40代の方々を中心とした、「伝統と文化（踊り）

　　　の伝承によるまちづくり」という活動を行って

おり、イベント等への出演依頼も多いと伺いましたが？

　　　伝統ある昔からの踊りを、まちづくりの視点で

　　　伝承し、観光地「いたこ」をＰＲしていきたい

と思いました。また、現代になってからの潮来の歌等

に振付けた創作踊

りを取り入れたこ

とで、若い世代に

も興味を持たれ受

け入れられ、出演

依頼につながった

と思います。今後

は、多くの市民の

皆さんと活動していきたいです。

　　　潮来の観光資源を再認識するための前川ウォッ

　　　チングを実施して、どのような感想を持ちまし

　　　たか？

　　　前川あやめ園からスタートして、道の駅いたこ

　　　までの前川沿いを歩き、その間の道のりは結構

ありましたが、心地よい疲れでとても気持ち良かった

です。今回は夏（７月）の暑い時期に実施しました。

青田が広がる風景は最高です！桜並木もあるので、春

もきっと素晴らしいと思います。ただ、散歩できる道

が整備されている部分があるのに、草に覆われていた

りゴミがあったり

して残念でした。

まずは、市民が実

際に歩いて、見る

ことが重要だと思

うので、ゴミ拾い

をしたりしながら

前川沿いを歩くこ

とを市民に呼びかけていきたいと思います。

　　　何故、市内の美味いもん処を紹介するマップを

　　　作成しようと思ったのですか？

　　　あやめまつりの時期以外に

　　　も潮来に来ていただきたい

と思い、観光客の皆さんに、あや

め以外の潮来のお勧めスポットを

お知らせしたいと思ったからで

す。

みんな個性がキラキラ☆

～ITAKOクオリティーウィメンズネット活動報告～

平成17・18年度

活動状況

＜ ITAKOクオリティーウィメンズネットの皆さんのお話＞

A1

A2

Q1

Q2

　ITAKOクオリティーウィメンズネットとは

A3

Q3
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

潮来第一整形外科医院
566-0051

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）
法律相談（高）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.3月生）

子育て広場（中）
７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）
ＢＣＧ
（H18.10月・11月生）
（牛堀・潮来地区）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー

（か）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.7月生）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H18.3月生）

ＢＣＧ
（H18.10月・11月生）
（津知・延方・大生原地区）

春分の日

子育て広場（中）
３歳児健診
（H15.12月生）

子育て広場（中）

March

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

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.10月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.10月生）

子育て広場（図） 子育て広場（中）いきいき健康体操（か）
ストレッチ体操（い）
１歳６ヶ月児健診
（H17.8月生）

3

マタニティ・セミナー
（か）

＋当番医

朝井医院566-7677

子育て広場（図） 子育て広場（中）

【応募資格】①満20歳以上30歳以下（平成19年４月１日現在）

　　　　　　②潮来市在住で明るく健康な方

　　　　　　③５月27日（日）、６月毎週土・日曜日（あやめ

まつり期間中）勤務できる方

【募集人数】１２名以内

【期　　間】４月１日～６月30日 ３ヶ月間 (勤務日数は、15日前後）

【勤務内容】あやめ祭のＰＲ及び観光案内、各種観光キャンペーン

等への参加、潮来市の宣伝等に関する業務、事前研修会

【服　　装】ゆかた（支給）

【手当日額】10,000円（諸手当一切含む）※事前研修会等手当てあり

【応募方法】指定の履歴書１部（写真はスナップ不可）を直

接応募先まで持参するか郵送

　　　　　　（履歴書は市役所・牛堀出張所・各公民館に置

いてあります。また、市ホームページからプリ

ントすることが出来ます。）

【募集締切】２月23日（金）当日消印有効

【審 査 日】３月４日（日）予定

【審査方法】面接等

【審査結果発表】本人あて直接通知

※応募された書類及び写真は、返却いたしませんので、あら

かじめご了承ください。

※ご応募いただきました「個人情報」はあやめ娘募集以外の

目的で使用することはありません。

【応募先・お問合せ】

　〒311-2493 潮来市辻626　潮来市観光商工課 観光グループ

　（水郷潮来あやめ娘募集係）℡.63-1111 内線243

　心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護する父も

しくは母、または父母にかわって児童を養育している方に

支給されます。

　手当の対象となる児童は、身体障害者手帳が１級～３級

程度の児童、療育手帳のＡ，Ａ及びＢ程度の児童です。

　こちらの手当は潮来市福祉事務所で手続きをして、県知

事の認定を受けなければ支給されません。また、療育手帳、

身体障害者手帳をお持ちでなくても支給対象になることも

あります。

　詳しくは、下記へお問い合わせください。

【お問合せ】潮来市介護福祉課 563-1111 内線393

扶養親族の数 本　人 配偶者および扶養義務者

０　人 4,596,000円 6,287,000円

１　人 4,976,000円 6,536,000円

２人以上１人につき   380,000円 213,000円加算

■所得制限限度額

等級月額 児童１人につき

１　級 50,750円

２　級 33,800円

■手当の額

手当ては年３回受
給者本人の郵便貯
金口座に振込まれ
ます。

「水郷潮来あやめ娘」募集特別児童扶養手当のお知らせ
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　市長へのたより

総数 女 10,496 世帯（＋ 8）世帯数15,837人男 15,457人 （－ 3）（＋12）31,294人（＋ 9）

　１月７日（日）、中央公民館において、374名

（男220名、女154名）の新成人が出席し、

「新成人のつどい」が開催されました。式典

では、今泉市長や新成人が中学生の頃の恩師

の方々が、お祝いの言葉を述べられました。

式典終了後には、各地区ごとに記念撮影を行

いました。

　新成人の皆さんは、友達同士で写真を撮り

あったりしながら、久しぶりの再会を喜んで

いました。

19

式典会場

新成人代表　藁谷 和良さんによる謝辞司会をつとめた大友 由紀さん

～ 記 念 撮 影 ～

～ 式 典 終 了 後 ～


