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【お問合せ】潮来市総務課　交通防災グループ　℡.63-1111 内線234

・寝タバコやタバコの投げ捨てはしない 

・風の強いときは、火の取り扱いに注意する 

・家のまわりに燃えやすいものを置かない 

・火のそばに燃えやすいものを近づけない 

・使用中の石油ストーブに給油しない 

・子どもは、マッチやライターで遊ばせない

・火を使用しているときは、その場を離れない 

・電気器具は正しく使い、タコ足配線はしない 

・お休み前、お出かけ前には火の元点検を行う

日　時 地 区 火災種別

1月 1日18時30分 辻 建　物

1月 5日17時30分 潮　来 建　物

1月 9日23時00分 あやめ 建　物

2月 4日 8時35分 新　宮 その他

2月17日11時55分 延方東 その他

2月22日14時10分 潮　来 その他

2月22日21時00分 日の出 建　物

3月 4日12時05分 小　泉 その他

3月14日12時05分 牛　堀 その他

3月15日 9時10分 堀之内 林　野

3月24日16時45分 小泉南 建　物

4月13日15時35分 潮　来 建　物

5月16日 9時20分 大　山 建　物

6月 5日 8時40分 小　泉 建　物

6月 5日10時10分 大　洲 建　物

6月 7日20時40分 大　生 建　物

6月16日20時10分 上　戸 建　物

今年に入ってから潮来消防署管内で

発生した火災（７月２日現在）

◎火災を防ぐには・・・

①必ず大声で周囲に知らせる。

　ひとりで行動しないで、できるだけ多くの人に助けてもらう 。

　自分が初期消火にあたる場合、119番通報を誰かに頼む。

②１１９番通報する。

　まず冷静になることが大切です。安全なところから落ち着いて119番通報する。

消防署への通報し、『火災』の発生を伝える

場所を伝える（住所や目標となる建物などを伝える）

何が燃えているのか（建物・山林・空き地の枯草なのか？） 

怪我人や逃げ遅れている人がいるか 

通報者の住所、氏名、電話番号（通報したときの番号）

崖

崖

崖

崖

◎もし、火災が発生したら・・・

※火災に関するお問合せは、

　TEL.０２９１－３２－２１１９（音声案内）をご利用ください。
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　もうすぐ夏休みも近づき、気分もうきうき。海や川などにレジャーへ出かける方も多いと思いま

す。しかしながら、注意を怠ると、海や川は危険がいっぱいです。

　昨年は、北浦において、釣りについてきていた子供が溺れて死亡する事故が発生し、今年に入っ

てからも、北利根川で釣り人がボートから転落して死亡する事故が発生しました。どちらも、楽し

みに来ていたところで尊い命がなくなっています。

　「自分の命は自分で守る」、「危険な行為はしない」、「危ない行為は注意する」ことを胆に銘じ、

水の事故を防ぎましょう。

　６月に開催された平成19年第２回潮来市議会定例会にお

いて、鈴木 浄博（すずき あつひろ）氏の副市長選任につ

いて、議会の同意を得ました。

　７月２日(月)に初登庁し、柗田市長より辞令交付を受け

ました。その後、幹部職員を前に「これまでの経験を生か

し、潮来市のためにがんばってまいります」と、あいさつ

されました。

　なお、平成13年の潮来市誕生以来、助役・副市長を務め

られた小沢一廣氏におかれましては、６月30日をもって勇

退されました。

◎保護者の方は子供の行動に十分注意して、子供の水の事故を防ぎましょう。

  ◆海や川、池などに、子供一人で行かせない。

　◆水泳中や水遊び中の子供から目を離さない。

　◆海辺や川岸、湖岸の危ない場所には近づけない。

　◆危ない場所で子供達だけの水遊びなどを見たら注意する。

◎みんなで楽しむためにも、みんなで注意して水の事故を防ぎましょう。

　◆川の中洲や水辺に近すぎる場所では遊ばない。

　◆飲酒したら絶対に水に入らない。

　◆レジャースポーツはルールを守って、危険な行為はしない。

　【お問合せ】行方警察署　℡.０２９９－７２－０１１０

子供の水の事故を防ぐために

家族や仲間で水の事故防止

水の事故を防ごう

●氏　　名：鈴木　浄博
　　　　　 （すずき あつひろ）

●生年月日：昭和４２年９月１８日

●出 身 地：東京都

平成13年５月　大臣官房秘書課総括審議官付主任

平成14年11月　内閣官房構造改革特区推進室

平成15年１月　産業技術環境局付大学連携推進

課技術調査専門職

平成18年７月　新エネルギー・産業技術総合開

発機構総務部総務課長代理

平成19年７月　潮来市副市長に就任

平成４年４月　通商産業省入省

　　　　　　　（貿易局輸出課安全保障貿易管理室）

平成５年４月　貿易局貿易保険課

平成６年４月　大臣官房会計課

平成７年５月　産業政策局総務課民間活力推進室

平成９年４月　環境立地局総務課法令班法令係長

平成11年５月　機械情報産業機械課生産機械班

　　　　　　　ロボット、工作・農業機械係長

平成13年１月　製造産業局産業機械課生産機械三係長

副市長略歴

新しく副市長に鈴木氏が就任しました

職員より花束を贈られる鈴木副市長（左）
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参議院議員通常選挙の投票日です

7月29日（日）は

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

７月２９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、７月１３日（金）から７月２８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。

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

『この一票
いっぴょう

が創
つく

る あの街
まち

 この街
まち

 明
あ

日
す

の街
まち

』

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受け付け
広告原稿提出（発行３週間前）

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖

気象庁より発信されている地震のＰ波・Ｓ波の性質を利用した情報で
す。居る場所で、何秒後にどの位の震度の地震が来るかを教えてくれ
ます。詳しくは気象庁ホームページまたは弊社で。

テックスは世界で初めてキャノン複合機に
　　防災機能を付加しました。特許出願中

コピー機・事務用パソコンが一斉に地震をお知らせします

㈱テックス

ご存知ですか『緊急地震速報』
『震度６強の地震が２０秒後に来ます』 現在、先行配信中

電話６４－６５６５
URL www.tecs.ne.jp
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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

★相続の手続
　遺産分割、遺言をしたい、不在者がいる

★抵当権の抹消
　ローンの返済完了、昔の抵当権が残ったまま

★会社の設立、役員変更等

潮来市宮前二丁目24番地１《ＪＲ延方駅前》

ＴＥＬ ６６－４１５６

司法書士大塚千世男事務所

●参議院議員

　通常選挙投票率

　今回の参議院議員通常選挙（茨城県選挙区）の投票率をピッタリ当てた人の中から抽選で

20名様に「うまいもんどころ推奨の茨城の名産品セット（常陸牛500ｇ・メロン２個・コシヒ

カリ５㎏の詰合せ１万円相当）をプレゼント!!

○応募方法：

①前回の投票率（50.07％）を上回る予想投票率（小

数点以下第２位まで）

②この「大作戦」を何でお知りになったのか（複数回答可）

を記載して、氏名（ふりがな）・住所・年齢・電話番

号を明記の上ご応募ください。応募方法は、郵送・

ＦＡＸ（用紙は任意）、又はＥメールで下記申込先へ

応募してください

※前回の投票率以下の予想投票率を記載した場合や、②の
アンケートに未回答の場合、応募は無効となりますので
ご注意ください。

○応募資格：

　県内にお住まいの方（応募は１人１口に限ります）

○応募締切：

　投票日前日の７月28日まで（当日消印・配信有効）

※抽選について：８月上旬に抽選会を実施し、当選者には
個別にご連絡します。（正解者が20名に満たない場合はそ
の残人数分について、及び実際の投票率が前回以下だっ
た場合は20名分について、応募者全員（無効は除く）を
対象に抽選を実施します。）

○お問合せ先：茨城県選挙管理委員会

　　　　　　TEL ０２９－３０１－０２３１・０２３２

　　　　　　（平日のみ8:30～17:15まで）

○申 込 先：

《郵　便》〒310-8555 水戸市笠原町978-6

　　　　　茨城県選挙管理委員会

《ＦＡＸ》０２９－３０１－０２３３

《Eメール》pittari@pref.ibaraki.lg.jp
※応募に関する個人情報については秘密を厳守し、他の目

的に利用したり、第三者に提供することはありません。

☆ご覧のとおり、近年、茨城県の投票率は全国最下位です。

みんなで積極的に投票に行きましょう！

「目指せ！投票率アップ・ピッタリ大作戦」

　　　　　　を実施します！
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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

自分の時間を大切にできる個室空間。

　さらに、10名１組の少数グループ制

　　（ユニットケア）によるきめ細かい介護。

特別養護老人ホーム50床、短期入所生活介護10床、

デイサービス20名／日

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!

宝くじ販売 生命保険相談

おどり大賞を受賞したアミーゴ

サマージャンボ宝くじ
7/19(木)～8/7(火)発売

寄贈された作品「彩(いろどり)」と柗田市長(左)、宍倉氏(右)

大会に参加した柗田市長(中央)

水防演習

種　目 優　勝 第２位 第３位

男子シングル
スカル

矢内裕介
(住友金属鹿島)

陶山　修
(茨城大学)

星野元紀
(茨城大学)

女子シングル
スカル

小田章代
(東海大浦安高校)

土屋璃沙子
(潮来選抜)

眞家満寿美
(潮来選抜)

ナックルフォア
成年男子の部

ワセダクラブ トロ
（戸田市）

木　馬
(さいたま市・つくば市 他)

梅沢三郎
（潮来市）

ナックルフォア
壮年男子の部

君津クラブ
（君津市）

ワセダクラブ ハマチ
（戸田市）

屁っ漕く堂
（成田市）

ナックルフォア
女子の部

セレマダム
（潮来市）

戸田レインボウ
（戸田市）

ワセダクラブ 穴子
（戸田市）

ナックルフォア
小学生の部

ワセダクラブ イーグル
（戸田市）

ワセダクラブ チーター
（戸田市）

ゆりかま
（潮来市）

イタコシティーレガッタ2007(29th)

第41回水郷潮来レガッタ

種　目 優　勝 第２位 第３位

男子ナックル
フォア

からはしろ～いんぐ
（守谷市）

筑波大学漕艇部
（つくば市）

筑波大学艇友会
（つくば市）

男子舵手付き
クォドルプル

潮来選抜Ａ
（潮来市）

小見川中学校
（香取市）

潮来選抜Ｂ
（潮来市）

女子舵手付き
クォドルプル

チームよこたん
（横浜市）

潮来選抜Ａ
（潮来市）

潮来選抜Ｂ
（潮来市）

男子舵手付き
フォア

住友金属鹿島
（鹿嶋市）

男子
ダブルスカル

住友金属鹿島
（鹿嶋市）

茨城大学
（水戸市）

女子
ダブルスカル

潮来選抜Ａ
（潮来市）

潮来選抜Ｂ
（潮来市）
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㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

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

認印90円

営業時間：月～土 9:00～19:00／日・祝 9:30～18:30

激安

◆７・８月のキャンペーン◆

最高級黒水牛18ミリ

　　 \16,650円（税込）

匿名　カラオケセット

匿名 2,000円

匿名 3,600円

善意銀行
（６月分・敬称略）

瑞宝双光章

幸田
こうだ

　 靄 
あつみ

さん

シャチハタ
ネーム９ 1,080円

ハローキティはんこまつり実施中！20%OFF
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔印２本セット

定価6,300円涯5,270円（税込）

墨・うす墨
スタンプ台不要

平彫り

ゴム印・実印・名刺・ハガキ

実印2,500円～

ハローキティはんこまつり実施中！20%OFF

税金の納付は口座振替のご利用を

忙しい方などに最適です
・金融機関から自動的に納付されますので納め忘

れがありません。
・一度手続きすれば、翌年度からも継続されます。

手続きは簡単です
　潮来市収税課または潮来市指定の金融機関に口
座振替依頼書を提出してください。
（口座番号・通帳届出印等が必要となります。）

問合せ先：潮来市収税課 ℡.63-1111 内線127

内田選手 興梠選手

ファボン選手
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【お問合せ】潮来市企画財政課　℡.63-1111 内線213

※詳細については、市のホームページ・総務省のホームページに公表しています。

　　　　◎潮来市ホームページ　http://www.city.itako.ibaraki.jp/kakuka/ganbaru/
　　　　　（頑張る地方応援プログラムのページ）

　　　　◎総務省ホームページ　http://www.soumu.go.jp/ganbaru/index.html

☆「頑張る地方応援プログラム」とは

　　地域の特色を生かした独自のプロジェクトを考え、前向きに取り組む地方自治体に対し、国

　がプロジェクトに取り組むための経費について、地方交付税等の支援措置を講じるものです。

☆潮来市の取り組み

　潮来市では、次のようなプロジェクトを策定し、取り組みを進めることといたしました。

 安心で安全

な住みよいまち

づくり、地域社会の

実現を目指し、様々な視

点から取り組みを進めます。

特に災害時の対応や子どもの安

全確保には、行政が地域に必要な危

機管理体制を整えながら、「市民の、地域

の底力」が発揮できるまちづくりのために、

地域の自主防災組織や防犯組織の充実

を図ります。　

　市民が安心して子供を産

み、楽しく育てることができるよ

うに、「潮来市次世代育成支援地域

行動計画」に基づき、子育て環境

の充実を図ります。

　ファミリーサポートセンター事

業の推進や放課後児童クラブ

の充実（放課後子ども教室

へ移行予定）、小児救急医

療体制の整備、子育て

広場の実施（集い

の広場）、医療福

祉制度の充実

な ど を 進

めます。

　潮来インター

チェンジ周辺等を中

心に、鹿島臨海工業地帯

や成田空港等との近接性や高

規格幹線道路ネットワークを生か

し、企業誘致を積極的に推進します。

　企業立地の動向調査や周辺の農地や自

然・居住環境に十分配慮した企業の立地環境

整備の推進、企業誘致条例に基づく奨励制度の適

用などによる事業推進を図ります。

　「水郷の豊かな水と緑」、

産業の振興と交流の拠点となる

「道の駅いたこ」、「水郷県民の

森」など、潮来市の恵まれた交流

資源を最大限に活用し、観光の振

興と交流の促進を図ります。

　あやめ祭り大会等の観光イベ

ント事業や花菖蒲一人一鉢運

動などの観光資源の承継

事業、ボート競技の振

興を図るなど、市民

と行政、地域資

源 の コ ラ ボ

レーション

を図りま

す。

　住民から

の提言を尊重

し、時代の変化に対

応した効率的、機能的な

行政運営基盤を整えつつ、よ

り一層の行政サービスの充実を目

指し、第２次潮来市行財政改革大綱

（集中改革プラン）を踏まえ、重点的・積

極的に行財政運営の効率化を推進します。
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(３)企業誘致促進プロジェクト
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「頑張る地方応援プログラム」に取り組みます

元気!!



裁判を起こしたい
けど、弁護士や司
法書士を頼むお金
がない。

おいしい水って、どんな水？
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　水のおいしさの感じ方には個人差が大きく、気象条件や飲む人の体調などによっても影響されます。そこで、

『おいしい水とはどのような水か？』を考えるための一例として、1985年４月に厚生省（現 厚生労働省）の諮

問機関「おいしい水研究会」がまとめた「おいしい水の要件」というものがあります。一般的に、これに適合

した水道水であれば、ほとんどの人がおいしく感じるということです。

　この「おいしい水の要件」と、市の田の森浄水場の水を比較してみると、ぴったりあてはまっていることが

わかります。

【お問合せ】潮来市水道課　℡.６７－５７４３

夏場になると、水道水の温度も高くなり20℃を超えることがあります。水温が高い時は、氷を入れるなど、冷やして飲むと、おいしい水になります。

水質項目 おいしい水の要件 田の森浄水場の浄水 説　　　　明

蒸発残留物 30～200 mg/L 160～180 mg/L

カルシウムやマグネシウムなどの、いわゆるミネラル分が大部分を

占めます。ほどよく含まれると水の味がまろやかになりますが、多

くなると水に渋みや苦み、あるいは塩味を感じるようになります。

硬　　度 10～100 mg/L 68～77 mg/L
カルシウムやマグネシウム分のことでミネラルの主要成分ですが、

これが不足すると水の味のまろやかさが失われます。

過マンガン酸
カリウム消費量 3 mg/L以下 1～1.5 mg/L

水中の有機物濃度の指標になる数値です。これが多いと水にカビ臭

などの異臭味を与えます。 

臭 気 度 3以下 0
測定しようとする水を無臭の水で希釈し、無臭になったときの希釈

倍数を言います。特に「カビ臭」や「ドブ臭」が問題になります。 

残留塩素 0.4 mg/L以下 0.2 mg/L 水中に残っている、消毒用に使用された塩素の量です。

水　　温 20℃以下 10～25℃
特に水のおいしさを左右する要因となります。10～15℃の水は、人

に最も清涼感のあるおいしさを感じさせると言われています。

いたこの水道水
シリーズ

第１回

　法テラスは、全国どこでも法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられ

る社会を目指しています。正式名称は日本司法支援センターです。

　「法で社会を明るくしたい」「皆様がくつろげる陽当たりのよいテラスのような場所に

したい」という思いを込めて法テラスと名付けました。

　法的な困りごとは、法テラスへお電話ください。

法テラスをご利用ください

資力の乏しい方が法的トラブルにあったと

きに、無料法律相談を行い、必要な場合、

法律の専門家を紹介し、裁判費用や弁護

士・司法書士の費用の立替えを行う制度で

す。援助にあたっては資力などの審査があ

ります。

②民事法律扶助

援助の内容

●法律相談援助

　弁護士・認定司法書士による無料法律

相談

●代理援助

　裁判や調停、交渉などで専門家の代理

が必要な場合に、弁護士・認定司法書

士を紹介し、その費用を立替えます。

●書類作成援助

　自分で裁判を起こす場合に、裁判所提

出書類の作成を行う弁護士・司法書士

を紹介し、その費用を立替えます。

法的トラブルの紛争解決に役立つ情報や、法律サービスを提供する国、地方公共団体、各種

相談機関、弁護士・司法書士等の各種士業団体の相談窓口の情報を無料で提供します。

①情報提供

友達に１５万円貸
したけどいくらお
願いしても返して
くれない。

例えば…

訪問販売で商品を
買ったけど、高す
ぎたので返した
い。

リフォームのトラブルに

関して相談窓口を探して

います。高齢者で事情も

いろいろあるので、お会

いして説明したい。

法制度紹介

少額訴訟制度をご

存知ですか。この

制度を使えば、簡

単に裁判できます。

相談窓口紹介

消費生活に関する
ご相談ですね。専
門の機関・団体を
紹介します

法テラス
（地方事務所・支部・出張所）

面談でお話を伺った方がよい
ですね。地方事務所の相談窓
口にお越しください。

50570-0
お

7
な

8
や

3
み

7
な

4
し

時間：平日 9:00～21:00 　土曜日 9:00～17:00
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15

17

!!!!

◎団体プロフィール◎

●名　　称：しゃぼん玉

●会　　長：山口よしえ

●会 員 数：６人

●活 動 日：第２金曜日（広報紙発行後）

●お問合せ：潮来市社会福祉協議会

　　　　　　TEL.63-1296

　今回は、広報紙の朗読ボランティアを行って

いるしゃぼん玉の皆さんを紹介します。しゃぼ

ん玉の皆さんは、毎月市が発行している「広報

いたこ」「広報いたこ情報版」を朗読し、カセッ

トテープに吹き込み、目の不自由な方やお年寄

りなどに配布しています。
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◎後期高齢者医療制度６つのポイントについてお知らせします！

　①７５歳以上（一定の障害がある場合には６５歳以上）の方が対象となります。

　②平成20年３月に新しい保険証（被保険者証）が一人に一枚送付されます。

　③医療機関窓口での自己負担は、現在の老人保健と同様に原則１割負担、現役並み所得者は３割負担

　　となります。

　④保険料は、原則、年金からの天引きとなります。

　　茨城県後期高齢者医療制度の保険料は平成１９年１１月頃に決定する予定です。

　⑤後期高齢者医療制度の運営は、県内全市町村が加入する広域連合が行います。

　⑥各種申請等の窓口業務は今までどおり市町村が行います。

※詳しくはホームページをご覧ください。

http://www.ibaraki-kouikirengo.ecnet.jp/

老人保健制度で医療を受けている方へ
平成２０年４月から
　　新しい後期高齢者医療制度が始まります！

　　　　　【お問合せ】茨城県後期高齢者医療広域連合  ℡.029-309-1212

　　　　　　　　　　　潮来市市民課　国保年金グループ　℡.63-1111 内線134

平成１９年度の国民健康保険税の算定において、以下のとおり改正となりました。

国民健康保険税医療分の賦課限度額が改正されました

　このたび、中間所得層への過度な負担とならないよう、所得の動向等を勘案し、国の税制改正が行わ

れ、平成１９年度より医療分の賦課限度額を「５３万円」から「５６万円」に改正となります。

　加入者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

国民健康保険税税率

（１）医療分：加入者全員が対象　　　　　　　　（２）介護分：40歳～64歳までの加入者全員が対象

（３）賦課限度額

　※１世帯あたりの賦課限度額は、介護分該当世帯は６５万円、医療分のみ世帯は５６万円となります。

平成１９年度国民健康保険税の改正について

区　分 平成18年度 平成19年度 区　分 平成18年度 平成19年度

所　得　割 ８.５％

現行のとおり

所　得　割 ０.９％

現行のとおり
資　産　割 ４３％ 資　産　割 ５.０％

均　等　割 ２１，５００円 均　等　割 ７，５００円

平　等　割 ２９，０００円 平　等　割 ４，０００円

区　分 平成18年度 平成19年度

医　療　分 ５３０，０００円 ５６０，０００円

介　護　分 ９０，０００円 現行のとおり

【お問合せ】潮来市税務課 住民税グループ  ℡.63-1111 内線123・124

保険税を計算した結果が賦課限度額を超

えた場合、保険税は賦課限度額までの金

額になります。

賦課限度額とは
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◎受験手続及び受付期間

（１）申込用紙の請求 

　　　申込用紙は市役所総務課にて配布しています。

　　　郵便で請求する場合は，封筒の表に 職員採用試験申込用紙請求 と朱書し、次のものを必ず同

封してください。

　　　・あて先を明記して１２０円切手を貼った返信用封筒（Ａ４判）

　　　・受験する職種(一般事務)、試験区分(大学卒、大学卒以外)を明記した様式任意の書類

（２）受験申込先：下記申込先

（３）受 付 期 間：平成１９年７月２日（月）～７月３１日（火）

      申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後５時までとし、郵便の場合は７月３１日必着です。

（４）提出書類等：ア　申 込 書　１ 部（所定の申込用紙を使用してください。）

　　　　　　　　　　　申込書に貼付ける写真のほかに、写真１枚を添えてください。

　　　　　　　　　　　なお、写真の裏には、氏名を記入してください。

　　　　　　　　　イ　受 験 料　不 要

                　ウ　あて先を明記して２９０円切手を貼った定形封筒

　　　　　　　　　　　受験申込者には受験票を後日配達記録郵便にて送付します。

◎採用の時期について

　採用期日は、平成２０年４月１日を予定しております。

※詳しくは潮来市ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。 

　　　　【お申込み・お問合せ】〒311-2493　潮来市辻６２６番地

　　　　　　　　　　　　　　　潮来市 総務部総務課 人事・行政グループ

　　　　　　　　　　　　　　　℡.６３-１１１１　内線２２１～２２３

平成１９年度潮来市職員（平成２０年度採用）

を募集しています

◎申込受付期間◎　７月２日（月）～７月31日（火）

◎試験区分、採用予定人員及び受験資格

◎試験日、試験場、及び試験内容

職種区分 採用予定人員 受　　験　　資　　格

一般事務 ２名程度
昭和５２年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒

業した者及び卒業見込みの者

区　　分 第 １ 次 試 験 第 ２ 次 試 験

日　　時 平成１９年９月１６日（日） 平成１９年１１月上旬

試験会場 茨城大学 第１次試験合格者に通知します

試験内容 教養試験（作文含む）
口述試験　　身体検査

適性検査　　資格調査
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.54VOL.54

　あなたも、まちづくりに参加してみませんか。潮来市の主な施策や事業の中でもみなさまの関心の高い分

野について、わかりやすい行政講座を開催します。この機会にぜひ、市の行政に興味をもっていただき、男

女がともに認め合うパートナーとして、いきいきと輝くまちづくりを考えましょう。

　◎受講対象：潮来市在住の男女３０名

　◎申込方法：電話・ＦＡＸ・Ｅメールにより受け付けます。

　◎締め切り：８月２２日（水）

　◎お子様をお連れの方のために託児サービスを行いますので、お気軽にご相談ください。

　◎日　　程

開催日 内　　　　容 時　間 会　場

８/29（水）
開講式、オリエンテーション（男女共同参画社会）

①市長講演「私のまちづくり」

　講師：潮来市長　柗田　千春

午後７時～９時
市役所

第１会議室

９月中旬 市議会傍聴（希望者） 一般通告質問時 市役所議場

９/19（水）
②市民福祉部「元気な声が響きあうまち～子育て支援の取り組み～」

③教育委員会「４つの広場(知識・情報・文化・地域)をめざして
　　　　　　　～市立図書館の取り組み～」

午後７時～９時
市役所

第１会議室

９/29（土）
④環境経済部「ゴミと水のおはなし～環境政策について」

⑤市内見学　「でかけてみよう！」

　　　　　　クリーンセンター、リサイクルセンター他

午前10時～

午後２時

クリーン

センター他

10/３（水）
⑥建設部「やすらぎとふれあいのまちづくり 潮来市の都市計画について」

⑦総務部「市の台所事情～財政計画について～」

閉講式

午後７時～９時
市役所

第１会議室

　女性議会は、模擬議会の体験を通して市政の仕組みや議会活動を

理解し、女性の社会参画を促進・市政への関心を深めることを目的

として平成13年度から実施しています。毎日の暮らしの中にある貴

女の視点をまちづくりへ活かしてみませんか？

　◎議会開催日：平成19年11月６日（火）午前10時～午後５時予定（事前研修を数回予定しています。）

　◎場　　所：潮来市議場

　◎応募資格：市政やまちづくりに関心のある潮来市在住の20歳以上の女性。

　　　　　　　今までに女性議会に参加したことが無い方。

　◎募集人数：１４名

　◎応募方法：電話・ＦＡＸ又はＥメールにて住所・氏名・年齢・職業・連絡先をお知らせください。

　　　　　　　応募用紙を後日送付いたします。

　◎締め切り：８月２２日（水）

　　【お問合せ】潮来市秘書広聴課　情報広報男女共同グループ

　　　　　　　　TEL.63-1111 FAX.80-1100 内線208　Eメール：info@city.itako.ibaraki.jp

女性模擬議員を募集します。

第６回女性議会～いきいき議会～開催決定！

男女共同参画公開講座～市政を知る～を開催します
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【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

図書館へ

今月の本棚 よ う こ そ

図書館だより

森　鴎外（７月９日 鴎外忌）

(文久２年１月19日（1862年２月17日）～大正11年（1922年）７月９日）

「森鴎外の系族」「仮面の人・森鴎外」「森鴎外論」「文化の翻訳者」

「新潮日本文学アルバム」「もうひとつの実像 歴史文化ライブラリー」

「批評と研究」「現代小品集」「森鴎外の知恵袋」「森 鴎外 全集」ほか

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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

８

４日(土) 妖怪大戦争〔2005年〕 機関車先生

５日(日) 妖怪大戦争〔2005年〕 二十四の瞳

11日(土) 戦争童話集 原 爆 の 子

12日(日) 戦争童話集 火垂るの墓

18日(土) 激闘カブト×クワガタ アフガン零年

19日(日) 激闘カブト×クワガタ 阿弥陀堂だより

25日(土) あらしのよるに ローマの休日

26日(日) あらしのよるに 燃えよドラゴン

※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

８月の図書館カレンダー

　これまで18人

の方が１日司書

体験をされまし

た。７月28日～

８月５日にも実

施しますので、

是非、図書館の

仕事を体験して

ください。

　課題図書の貸出を７月20日（金）より、行ないま

す。貸し出し期間は８日間です。中央公民館、各地

区公民館にもありますので、お問合せのうえ、ご利

用ください。

①読書すごろく：７月20日（金）～８月31日（金）
　　期間中に読んだ本、自由研究に活用した本、未就学児は

絵本の数（15冊）をすごろく台紙に貼り、最終日までに

ゴールしたこどもたちにプレゼントがあります。中学生、

高校生用も用意してあります。

②おはなし博士検定：７月20日（金）～７月29日（日）
　　絵本・児童書（読み物・知識の本）に関するクイズを出題

します。絵本は幼児・親子向けに、児童書は小学生向けで

す。正解率により初級・中級・上級の認定証を贈呈します。

③１日司書体験：７月28日（土）～８月５日（日）
　　上記の期間中、司書の仕事を体験することができます。

（事前申込必要。小学生以上対象。）カウンター、電話で申

し込んでください。メールは受け付けていません。

◎夏休みの課題作成に
　図書館資料を活用しよう。

◎夏休み期間中“図書館夏休み特集”
　を開催します。

　当館のインターネットから、朝日新聞と茨城新聞

（1891年（明治24年）創刊から現在まで115年分）の

記事がごらんになれます。

◎朝日新聞データベース「聞蔵」、
　茨城新聞データベースを
　ご利用ください。

◎図書館ボラン
テイアを募集
しています。

　くわしくは、図書

館カウンター、また

は電話にてお問い合

わせください。

お知らせ

１日司書体験の様子

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

日にち 午後２時～

８月４日
(土)

はなのおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

８月11日
(土)

講談社ブックキャラバン拡大版 カーテンシアターほか
いたこおはなし会、講談社

８月18日
(土)

いくさとへいわのおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

８月25日
(土)

おばけのおはなし
うしぼりおはなし会

８月26日
(日)

英語でおはなし
講師　寺内　春香さん
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
胃がん検診（か）
何でも育児相談（中）＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南病院563-1101

潮来祇園祭礼

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

仲沢医院563-2003

子育て広場（中）
胃がん検診（か）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー

（か）
３歳児健診（か）
（H16.5月生）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.12月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.8月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
マタニティ・セミナー

（か）
胃がん検診（か）

いきいき健康体操（か）
潮来祇園祭礼

子育て広場（図）
胃がん検診（か）
人権相談
（津知公民館）

子育て広場（中）
胃がん検診（か）

子育て広場（図）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.1月生）

子育て広場（中）
胃がん検診（か）

August

月

広報いたこ 2007
８月号 Vol.76

のカレンダー

●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） 子育て広場（図） 子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.3月生）8

《公聴会》

　公聴会では、該当案件に対して意見を述べることがで

きます。意見のある方は公述申出期間中に公述申出書を

提出してください。

　なお、公述申出者がいない場合、公聴会は開催いたし

ません。

《公述人の決定》

　公述申出者が多数の場合は、意見内容を考慮し代表者

を選考させていいただきます。

●案 件

　・潮来鉾田線（東関東自動車道水戸線）

　・洲崎上戸線（国道51号バイパス）

　・潮来駅立兼線　外

●公聴会の開催日時・場所

　・日時：平成19年８月７日（火）

　　　　　午後１時30分から

　・場所：潮来市役所３階第一会議室（潮来市辻626）

●公述申出書提出先

　〒310-8555　水戸市笠原町978-6

　茨城県知事　橋本　昌（県都市計画課扱い）あて

●公述申出期間及び関係図書の閲覧期間

　平成19年７月23日（月）～平成19年７月31日（火）

　（土、日を除く）

県が決定する都市計画道路潮来鉾田線（東関東自動車道水戸線）及び洲崎上戸線（国道51号バイパ

ス）等の素案を作成するため、皆様からご意見をお聴きする公聴会を開催します。

　　【素案の閲覧場所及び問合せ先】茨城県都市計画課 TEL.029-301-4588

　　　　　　　　　　　　　　　　　潮来市都市建設課 TEL.0299-63-1111 内線347・348

都市計画道路の変更案を作成するため、
ご意見をお聴きします

潮来祇園祭礼

水郷潮来花火大会
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　市長へのたより

総数 女 10,544 世帯（＋12）世帯数15,767人男 15,378人 （－ 9）（－ 7）31,145人（－16）

「飲酒運転は絶対にしない・させない」を合言葉 飲酒運転撲滅都市宣言のまち・いたこ
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潮来辻屋臺世話人　草野さん

多くの皆さんが集まりました

本條さんの三味線にあわせて舞を披露 「雛こ」さんが集まった皆さんに手ぬぐいをふるまいました

「潮来 辻屋臺」の運営に協力していただける方を募集します。
詳しくは、潮来辻屋臺世話人 草野 宏 まで（TEL.62-2180）


