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平成19年度

21

19

潮来市の自主財源
45億1,670万円

（歳入全体の43.3％）

潮来市の依存財源
59億2,530万円

（歳入全体の56.7％）

潮来市の義務的経費
55億4,371万円

（歳出全体の53.1％）

潮来市の任意的経費
48億9,929万円

（歳出全体の46.9％）

一般会計歳出予算の内訳 一般会計歳入予算の内訳

平成19年度潮来市の当初予算

一般会計

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計

(介護保険事業勘定)

(介護サービス事業勘定)

水道事業会計

工業用水道事業会計

　合　　　計

１０４億４,２００万円

３５億３,５５１万円

２１億８,３８６万円

１３億６,５２７万円

５,４０７万円

１５億５,６３６万円

２,０６３万円

１２億３,０７１万円

１,４２７万円

２０４億２６８万円
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潮来市一般会計予算と主な事業
平成19年度
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　潮来市介護福祉課地域包括支援センターでは、市内にお住まいの高齢者の皆さんの生

活の見守りを関係機関と連携し、下図のように行っています。

　皆さんの身近で相談が受けられるように、平成19年４月から、在宅介護支援センター

あやめ・福楽園という名称を、高齢者総合相談センターあやめ・福楽園と変更し、地

域包括支援センターの地域での窓口として、介護に関する相談だけでなく、高齢者の

虐待に関する相談等も受け付けます。また、民生委員と協力して、訪問活動も行って

います。

　気になること、不安なことなど小さなことでも構わないので、気軽に相談してみま

しょう。誰かに話すことで解決の糸口が見つかるものです。身近な相談機関をどんどん

利用しましょう。

　　　　　　【お問合せ】潮来市介護福祉課地域包括支援センター

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

 
 

 

皆さんの生活を支えます

高 齢 者 の 皆 さ ん

TEL.63-1111　内線 396・397

FAX.80-1410

潮来市介護福祉課

地域包括支援センター

潮来市の高齢者の皆さんを見守ります！

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

〒311-2404　潮来市水原３４７４

TEL.80-2223   FAX. 66-5152

〒311-2435　潮来市上戸１９２１－１

TEL.64-6767   FAX. 80-3200

潮来市介護福祉課

地域包括支援センター

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
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◎団体プロフィール◎

●名　　称：国際交流の会・ポプラ

●会　　長：藤原　正子

●会 員 数：１５人（日本語教育講師養成講座

　　　　　　を修了した皆さん）

●日本語教室開催日：第２・３・４土曜日 午後７時～９時

●開催場所：潮来市立中央公民館

●連 絡 先：藤原 ℡.66-2138

　　　　　　内田（副会長）℡.66-3558

　今回は、国際交流の会・ポプラを

紹介します。ポプラは外国人を対象

とした、ボランティアによる日本語

教室を運営している団体です。日本

語教室を開設してから１年が経ち、

活動も軌道にのりつつあり、今後が

期待される団体の一つです。
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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

潮来市立図書館 8,974円
匿　名 2,000円
善意の箱(協力店) 71,603円
善意の箱(公民館他) 10,452円
善意の箱(社協) 695円
高須産業株式会社 500,000円
わかば押し花教室 2,000円
大正琴あやめ会 10,000円

善意銀行
（３月分・敬称略）
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栁町 拓郎さん永山 健治さん

㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

ご自分の生命保険の現状確

認や今後の生命保険選びな

どのご相談をうけたまわっ

ております。

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

ファイナンシャル・
プランナーイタコチャンスセンター

TEL.62-3000  URL:e92.net

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・
toto・BIG・mini BIG

１等100万円＜１口200円＞

miniBIG新発売
サッカーくじ

柗田市長（左）　田崎さん（右）

安倍内閣総理大臣を表敬訪問　田崎さん（左）
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件　　　　　　名 施工場所 予定価格(円) 落札額(円) 契約会社名 業者数

18国補流潮公下第４号管路施設工事 新宮地内 11,900,000 11,300,000 ㈱松田建設 8

18国補流潮公下第５号管路施設工事 新宮地内 8,000,000 7,550,000 ㈲篠塚工建 6

18単独流潮公下第５号管路施設工事 大洲地内 11,000,000 10,450,000 水郷建設㈱ 8

18単独流潮公下第４号管路施設工事 大洲地内 6,500,000 6,170,000 ㈱田崎工業 7

18単独流潮公下第６号管路施設工事 新宮地内 8,200,000 6,940,000 ㈱篠塚工業所 7

18単独流潮公下第９号管路施設工事 日の出地内 6,600,000 6,300,000 浪逆工業㈱ 7

Ｈ18市道(潮)２級22号線道路改良工事 辻地内 7,000,000 6,660,000 上羽建設㈱ 7

Ｈ18市道(牛)１級１号線道路舗装工事 清水地内 4,100,000 3,890,000 ㈲山本工務店 7

潮来市貝塚地区消防機庫新築工事 貝塚地内 8,200,000 7,800,000 ㈱高須工務店 7

18国補市道(潮)１級13号線道路改良工事 第１工区 日の出地内 37,000,000 31,500,000 ㈱二輝建設 17

Ｈ18国補交安市道(牛)２級６号線橋梁工事 (下部) 堀之内地内 18,160,000 17,100,000 ㈱森内建設 6

18国補市道(潮)１級13号線道路改良工事 第２工区 日の出地内 22,800,000 21,000,000 室田建設㈱茨城支店 15

Ｈ18市道(潮)１級３号線道路改良工事(第２工区) 築地地内 9,300,000 8,700,000 田崎技術サービス㈲ 12

18単独流潮公下第３号管路施設工事 大洲地内 13,200,000 10,550,000 内山設備 9

18単独流潮公下第８号管路施設工事 大洲地内 11,100,000 10,400,000 ㈲平松工業 10

洲崎地区老朽管更新詳細設計業務委託 洲崎地内 4,590,000 2,200,000 ㈱環境技研コンサルタンツ茨城支店 7

18－7号配水管布設工事 辻地内 3,200,000 3,050,000 広域事業協同組合 6

取水場導水電磁流量計更新工事 水原地内 10,500,000 6,700,000 愛知時計電機㈱千葉営業所 6

Ｈ18市単市道(牛)２級５号線交差点改良工事 永山地内 5,110,000 4,850,000 松崎建設㈱ 8

潮来第二中学校屋内運動場備品購入 新宮地内 3,270,000 2,700,000 ㈱飯島家具 8

18国補市道(潮)１級13号線道路改良工事(第３工区) 日の出地内 21,000,000 20,000,000 ㈱菱木土建 14

Ｈ18市道(牛)１級２号線道路改良工事 清水地内 9,100,000 8,460,000 ㈲山本工務店 9

18国補流潮公下測試第１号地質調査業務委託 洲崎地内 4,100,000 1,500,000 ㈱地研コンサルタンツ茨城支店 13

18国補潮来駅・江寺線潮来牛堀環状線軟弱地盤技術解析業務委託及び地質調査業務委託 潮来・上戸地内 5,800,000 4,300,000 ㈱中央地盤コンサルタンツ 9

18単独流潮公下第１号舗装復旧工事 小泉南・延方西地内 5,100,000 4,830,000 ㈱鈴木工務店 7

曲松南地区排水新設工事 曲松南地内 9,000,000 8,700,000 澤田建設㈱ 6

18単独流潮公下第２号舗装復旧工事 曲松地内 2,400,000 2,300,000 ㈱江口工務店 6

18単独流潮公下第11号管路施設工事 永山地内 2,800,000 2,700,000 ㈲鹿行設備 6

大生住宅雨漏修繕工事 大生地内 3,000,000 2,850,000 粉名内建築 7

18国補流潮公下測試第２号実施設計業務委託 日の出地内 2,900,000 2,540,000 ㈱友和コンサルタント 8

18国補市道(潮)１級10号線道路改良工事第１－１工区 潮来地内 24,600,000 22,850,000 ㈲三ツ矢工業 15

日の出小学校ＬＡＮ整備工事 日の出地内 1,570,000 990,000 住金プラント㈱鹿島事業所 5

牛堀中学校パソコン購入 牛堀地内 1,200,000 940,000 住金プラント㈱鹿島事業所 5

平成18年度　下半期入札結果
(平成18年10月１日～平成19年３月31日まで)

(消費税抜き・円)
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地区名 氏　名

西　町 橋本　賢一

大塚野 山子　　康

浜　丁 一谷　英之

上　丁 篠塚　良雄

下　丁 鴇田　清一

あやめ２丁目 堀井　恒夫

二丁目 本田　　眞

三丁目 大森　　鉄

四丁目 坂本　榮治

五丁目 飯島　勝興

六丁目 酒井　　誠

七丁目 根本　次夫

八丁目 磯山　鎰郎

七軒丁 大塚　孝一

大　洲 橋本　英雄

十　番 宮本三千男

十四番 永山　　明

地区名 氏　名

水 原 １ 小沼　量義

水 原 ２ 浦橋　　繁

水 原 ３ 鬼澤　幸市

釜　　谷 川﨑　治元

大　　生 井関　一雄

大　　賀 箕輪　　清

地区名 氏　名

牛堀第一 磯山　二一

牛堀第二 佐藤　英男

永 山 東 永峰　　誠

永 山 西 堀内　　明

堀 之 内 髙森　良仁

茂　　木 山口　一夫

清　　水 大﨑　　侯

地区名 氏　名

芝　　宿 野口　正之

横須賀西 関川愼太郎

横須賀東 関川　昭文

台 上 戸 茂木　孝一

宿 生井澤英雄

古　　宿 鬼沢　勝男

赤　　須 茂木　　浩

地区名 氏　名

新　町 内山　英雄

後　明 内堀　勝美

将　監 根本　又男

江　寺 軍司　　勉

貝　塚 仲澤　永覺

築　地 山科　市郎

川　尾 村山　義人

地区名 氏　名

須　賀 平山　俊男

曲　松 土井佐多雄

古　高 米川　幸夫

小　泉 草野　祐一

新　宮 小島　晟資

大　山 土田今朝光

下　田 發出　總司

洲　崎 久保宮　勝

東 関澤　勝衛

西 石山　　守

徳　島 深澤　政司

福　島 須賀　一男

米　島 中山　　弘

前　川 植田　幸男

地区名 氏　名

日の出１丁目 溝渕　義一

日の出２丁目 小沼　文江

日の出３丁目 佐々木英也

日の出４丁目 桝村　公人

日の出５丁目 畔蒜　幹啓

日の出６丁目 岡島　松美

日の出７丁目 安武　國昭

日の出８丁目 小野村守明

潮来市区長会長

潮来市区長会副会長

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

　　　　〃

小島　晟資（延方地区代表区長・新宮区長）

橋本　賢一（潮来地区代表区長・西町区長）

安武　國昭（日の出地区代表区長・日の出７丁目区長）

内山　英雄（津知地区代表区長・新町区長）

川﨑　治元（大生原地区代表区長・釜谷区長）

磯山　二一（かすみ地区代表区長・牛堀第一区長）

茂木　孝一（八代地区代表区長・台上戸区長）

（敬称略）

新しい区長を紹介します新しい区長を紹介します
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【対 象 者】

①認定農業者：経営規模が原則　４㌶以上

　　　　　　　（地域の実情により緩和あり）

②集落営農組織：経営規模が原則２０㌶以上

　　　　　　　（地域の実情により緩和あり）

【助成内容】

①麦・大豆の過去の生産実績や当該年の生産数量

　等に基づく助成（通称「ゲタ対策」）

②米・麦・大豆の価格変動による収入減を補てん

　する助成（通称「ナラシ対策」加入申請４月２

　日～７月２日）

※稲作農家の方へ……経営規模の大小に関係なく

　生産調整に取り組みましょう。生産調整に取り

　組む農家には、産地づくり交付金（いわゆる転

　作奨励金）が交付されます。

　　　　　　　【お問合せ】　潮来市農政課　       ℡.63-1111 内線264

　　　　　　　　　　　　　　茨城県農業改革推進室 ℡.029-301-3828

米・麦・大豆生産者への国の助成制度が変わります

　【お問合せ】潮来市役所建設部都市建設課都市計画グループ TEL.63-1111 内線346・347

　　　　　　　茨城県土木部道路建設課　℡.029-301-4439

　今年度から、かねてより早期整備を要望してまいりました、東関東自動車道水戸線の潮来～鉾田間

と関連する国道５１号潮来バイパスの都市計画決定に向けた手続きが進められることになりました。

　なお、都市計画原案の地元説明会につきましては、準備が整いましたら、お知らせします。

～今年度から東関道水戸線（潮来～鉾田間）及び

　国道51号潮来バイパスの

　都市計画決定の手続きを進めていきます～

都市計画道路潮来鉾田線（東関道水戸線（潮来～鉾田））及び国道51号潮来バイパスの計画路線概要

 

　これまでは、全農家を対象に麦・大豆価格の上乗せ助成がなされていました。平成19年産か

らは、地域農業の担い手を育成するため、対象を担い手に限定した制度（品目横断的経営安定

対策）に変わります。
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　平成19年４月１日から70歳未満の人が入院した時、医療機関の窓口に限度額適用認定証を提示

しますと、同じ月内での医療機関への窓口での支払い額（食事代、自費は除く）は、自己負担限度

額までとなります。

　国民健康保険加入者で入院により限度額適用認定証の交付を受ける方は、市民課国保年金グルー

プへ申請願います。ただし、国保税を滞納している世帯には，交付されない場合があります。

高額療養費制度改正により入院時の

医療機関窓口での支払いが限度額までになります。

【お問合せ】　潮来市市民課 国民健康保険担当　℡.63-1111 内線132

○老人保健制度とは？

　75歳以上の方が病院などにかかった場合、医療費

の１割分（一定以上所得のある方は３割負担）を窓

口で支払っていただき、残りの９割分は現役世代が

加入する医療保険からの拠出金と国、県及び市が負

担する公費でまかなわれています。

　平成19年３月１日現在、潮来市では人口の10.3％

に当たる3,208人の方が受給されています。高齢者が

病気になっても安心して医療を受けられるよう、皆

で医療費を出し合い支えあっているのが老人保健制

度です。

○医療の状況は？

　潮来市で老人保健を受給されている方の医療費の

金額は、平成18年度で１人当たり約66万円、総額で

21億８千万円にもなります。入院や通院の長期化が

医療費増加の要因となっており、今後は高齢化によ

る老人医療受給者数の増加や医療技術の高度化が進

み、老人医療費は増加するものと考えられます。

○医療費を減らすためには？

　少しでも医療費を節約するため、まずは皆さまで

できることから始めてみましょう！

　いきいきと自立した毎日を送るためには、病気や

けがを予防することが大切です。日ごろから生活習

慣や転倒などに気をつけましょう。

・塩分や脂肪分を控えたバランスのよい食事をここ

　ろがけましょう。

・年に一度は健康診断を受けましょう。

・お医者さんのかけもちはやめましょう。

・信頼できるかかりつけ医を持ちましょう。

老人医療費について考えてみましょう

【お問合せ】　潮来市市民課 老人医療担当　℡.63-1111 内線134

老人医療費の動き（１人当たり医療費）

70

65

60

55

50
Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８

（万円）

※平成18年度

の数字は見込

数です。

※ 上位所得者とは、同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方

※ 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方

[医療機関窓口に提示するもの]

所得区分 平成19年３月まで 平成19年４月から 自己負担限度額

一 　 　 　 般 保険証
保険証
限度額適用認定証

80,100円
＋(医療費－267,000円)×１％

上 位 所 得 者 保険証
保険証
限度額適用認定証

150,000円
＋(医療費－500,000円)×１％

住民税非課税世帯
保険証

標準負担額減額認定証

保険証
限度額適用・標準負担
額減額認定証

35,400円

国民健康保険からのおしらせ
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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）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

５

３日(木) ドラえもん　のび太と竜の騎士 チャーリーズ・エンジェル

４日(金) ドラえもん のび太と竜の騎士（午後１時30分より） チャップリン作品集１（午後４時より）

５日(土) 天空の城ラピュタ キューポラのある街

６日(日) 天空の城ラピュタ 娘船頭さん

12日(土) ナルニア国物語　第１章 ００７／ダイ・アナザー・デイ

13日(日) ナルニア国物語　第１章 橋のない川

19日(土) ミッフィーのおたんじょうび ミッション・イン・ポッシブル

20日(日) ミッフィーのおたんじょうび Shall We ダンス？

26日(土) まほうつかいのノナばあさん[他2作品] 東京物語

27日(日) まほうつかいのノナばあさん[他2作品] 潮 来 笠

日にち 午後２時～

５月５日
(土)

こどもの日特集

図書館のおにいさん、おねえさん

５月12日
(土)

おかあさんのおはなし

いたこおはなし会

５月19日
(土)

おでかけのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

５月26日
(土)

みどりの日のおはなし

うしぼりおはなし会

※上映当日、午前10時（5/4は午後1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

５月の図書館カレンダー

川端　康成（明治32年(1899年)６月14日 ～昭和47年(1972年)４月16日）

「雪国」「伊豆の踊り子 愛と青春の名作集」「眠れる美女」「千羽鶴」

「舞姫」「美しい日本の私その序説」「川端康成・三島由紀夫往復書簡」

「現代日本文学大系」「少年少女日本文学館」ほか

朗読ＣＤもご用意してあります。

☆４月21日（土）２時からおはなし会拡大版を

開催します。

　図書館のおにいさん、おねえさんによる「図書館」

のおはなしのほか、大型紙芝居やパネルシアターも

用意しています。また、「かくれんぼ絵本」をいっ

しょにつくりましょう。お楽しみに！

広報いたこ 2007
５月号 Vol.73

◎牛堀小学校より30個のプランターをいただきました。また、

環境美化ボランティアのかたがたに植えていただいたチュー

リップも咲き、近所の方にもお花の苗を植えていただきまし

た。たくさんのお花をありがとうございます。今年度もみな

さんに愛される図書館をめざします。

◎リサイクルフェアの際、ご協力いただきました寄付金8,974円は、社会福祉協

議会に寄贈いたしました。ご協力ありがとうございました。

☆５月５日（土）のこどもの日特集 と、５

月19日（土）のおでかけのおはなし は、図

書館のおにいさん、おねえさんによる「お外

で紙芝居」です。ヒマラヤシーダーの木の下

でおはなし会をします。みんなできてね。

　1995年11月、パリで開催されたユネス

コ総会において、毎年４月23日を「世界　

本の日」とする宣言文が採択されたこと

によるもので、本の良さを再認識し、親

近感を育むことを目的としています。

（日本では４月23日は、子ども読書の日

です。）

　次のステップに向けて読書をどうぞ

（図書館真正面の棚、「おすすめの本」コーナーにあります）

～退職された皆さん～
「定年後世代の生き方・暮らし方 自立する後半生のために」「定年
起業のすすめ 定年後を楽しく豊かに過ごすために！」「セカンド・
ステージの達人たち　定年後をイキイキ愉しむ32のケース」など

～新入学児童、生徒の皆さん～
「１ねん１くみもうすぐ春」「この人に聞きたい青春時代」「スター
トライン」「ぼくたちの出発」「さまざまな旅立ち」など

◎４月23日は、世界本の日です。 ◎旅立ちの季節です。

ありがとうございました

お知らせ

５月は開館１周年記念“図書館に集まろう月間”です
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.5月生）

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

朝井医院566-7677

水郷潮来あやめまつり
大会開会式
潮来トライアスロン
全国大会
＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（図）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

May

月
子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H16.2月生）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（図）
婦人科検診（か）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

● 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（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H17.10月生）

何でも育児相談（中）

憲法記念日 みどりの日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

ストレッチ体操（い）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.12月生）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.9月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

広報いたこ 2007
５月号 Vol.73

5
こどもの日

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

潮来第一整形外科医院
566-0051

＋当番医

飯島内科566-0280

婦人科検診（か）

婦人科検診（か）

の
カレンダー

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（図）
婦人科検診（か）

「家庭ごみは、きちんと分別をしましょう！」
＝分別ポスターを参考に＝

　最近、黄色袋（プラス

チック、ビニール類）で

出される資源ごみに汚れ

が落としてないものや異

物を混入したりして「分

別」をきちんとしないで

出されるものが増えてい

ます。そのためにリサイ

クル業者からクリーンセンターに返却される量が増え処

分費用が増えることにつながっています。

　市民の皆様ひとり一人が分別を守って頂くことが資源

のリサイクルを一層進めていくことになります。（黄色袋

で収集したものは、資源物として容器包装リサイクル法

に基づいてさまざまに再利用されています。）ご協力をお

願い致します。黄色袋に資源ごみを入れる時は、次のこ

とにご注意ください。

①プラスチック、ビニール類の容器（弁当箱、シャン

プー容器など）は、必ず、汚れをおとし、中身を出し

切りましょう。

②レジ袋等の袋類の口は結ばないでください。

③指定されたものだけを入れましょう。

※平成17年４月から黄色袋で収集したプラスチック類の

資源ごみは、民間のリサイクル業者に委託し、リサイ

クル協会で落札した会社に運ばれリサイクルされてい

ます。

不法投棄は、犯罪です
　昨年、12月27日（水）に潮

来クリーンセンター正門前

に廃棄物の不法投棄があり

ました。

　廃棄物の不法投棄を見つ

けた時は、不法投棄１１０

番（フリーダイヤル：０１

２０－５３６－３８０）までご連絡ください。

　市で収集できないごみ（分別ポスター参照）は、個人

が責任を持って適正処理をしましょう。例えば、テレビ

などは、購入先や専門業者にご相談ください。

※分別ポスターは、下記または各地区公民館にあります。

潮来クリーンセンターからのお知らせ

【お問合せ】　潮来市環境課　℡.63-1111 内線251～253
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　市長へのたより

総数 女 10,485 世帯（－15）世帯数15,792人男 15,408人 （－46）（－42）31,200人（－88）

　フィルムコミッション（ＦＣ）とは、映画・ＴＶなどの撮影が円滑に進むようサポートする業務で

す。潮来市では、街をあげて、撮影を支援するための組織として、平成17年４月１日より「いたこフィ

ルムコミッション」を設立し、各種撮影等の支援を行っています。

　２月下旬～３月下旬には、市営あやめ駐車場において、映画「ＡＬＷＡＹＳ 続・三丁目の夕日」の

オープンセットが組まれ、潮来市からも多くの皆さんが、エキストラとして参加しました。

　この映画は、前作の翌年（昭和34年）の設定で、クラシックカーやボンネットバスを使い、エキス

トラの皆さんも当時の服装や、小物を身に付けて撮影が行われました。

　エキストラの方は、「今から完成が楽しみ。公開されたら映画館に見にいきます。」と話されました。

　「ＡＬＷＡＹＳ 続・三丁目の夕日」は、11月に公開される予定です。

　潮来市内で映画やテレビなどの撮影が

行われ、制作者側からエキストラの要請

があった場合に、速やかに紹介するため、

エキストラ登録を行っています。興味の

ある方は、ぜひ登録をお願いします。

（現在350名）

　登録を希望する方は、登録用紙の提出

が必要となりますので、詳しくは下記へ

お問合せください。

【お問合せ】

　潮来市観光商工課内

　いたこフィルムコミッション事務局

　TEL. 63-1111    FAX. 63-3591
　ホームページ　http:// itako-fc. jp/

エキストラ登録

いたこ

フィルムコミッション

をお願いします

撮影快調！

市民エキストラの皆さん




