
２００７（平成19年）

ITAKO Public Information広 報
いたこ

潮来市シンボルマーク

10

Contents
・緊急地震速報について……………Ｐ２～３

・シティーニュースフラッシュ……Ｐ４～５

・屋外広告業登録について………………Ｐ６

・住民健診の結果はいかがでしたか……Ｐ７

・広がれ!!市民のネットワーク…………Ｐ８

・市役所よりお知らせ……………………Ｐ９

・図書館だより……………………………Ｐ10

・シリーズ 男女共同参画社会 …………Ｐ11

・10月のカレンダー………………………Ｐ11

・親子でバスツアー｢潮来市ウォッチング｣……Ｐ12

万燈会
まんとうえ

（８/14～８/16　潮音寺）



2広報いたこ 2007
10月号 Vol.78

緊急地震速報は、地震による強い揺れを事前にお知らせすることを目指す新しい

情報で今年10月１日から提供を開始する予定です。

○「緊急地震速報」は、震源近くで（地震Ｐ波、初期微動）をキャッチし、位置、規
模、想定される揺れの強さを自動計算します。

　地震による強い揺れ（Ｓ波、主要動）が始まる数秒～数十秒前に、素早くお知
らせします。

○ただし、震源に近い地域では、「緊急地震速報」が強い揺れに間に合わないこと
があります。

※ＮＨＫでは、テレビ・ラジオにより、緊急地震速報を伝えます。その他（民放等）についても

放送設備等が整備され次第、順次対応する予定です。

緊急地震速報のしくみ
　緊急地震速報は、最大震度５弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ（震度

４以上）の地域の名前を強い揺れが来る前にお知らせするものです。

「緊急地震速報」についてのお問い合わせ先

気象庁地震火山部管理課　TEL.（０３）３２１２-８３４１（代表）

緊急地震速報について　http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/EEW/kaisetsu/index.html

10 月スタート



周囲の状況に応じてあわてずにまず身の安全を確保する！
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緊急地震速報「利用の心得」

緊急地震速報は見聞きしてから、強い揺れが来るまでの時間が数秒から

数十秒しかありません。

その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。

家庭では
頭を保護し丈夫な机の下などに隠れる

あわてて外へ飛び出さない
人がおおぜいいる施設では

係員の指示に従う

落ちついて行動

あわてて出口に走り出さない

屋外（街）では

あわててブレーキをかけない

ハザードランプを点灯し、

揺れを感じたらゆっくり停止

ブロック塀の倒壊等に注意

看板や割れたガラスの落下に

注意し、ビルのそばから離れる

つり革、手すりにしっかりつかまる 最寄りの階で停止させすぐに降りる 落石やがけ崩れに注意

鉄道・バス乗車中は エレベーターでは 山やがけ付近では

自動車運転中は

コピー機が緊急地震速報を受信し

目の前のパソコンが画面と音で知らせます

テックス緊急地震速報対応複合機が知らせます ８月５日ＮＨＫ総合テレビ『つながるＴＶ＠ヒューマン』で
当社緊急地震速報対応複合機が紹介されました

９月１日防災の日
　　　『常陽新聞』１面トップ記事で紹介されました

テックスは世界で初めて、キヤノン複合機に機能を追加しました。

既にお持ちのキヤノン複合機（ＭＥＡＰ対応）にも追加可能ですので御相談下

さい。事務所内に一般的にある機器のみを利用した画期的なシステムです。

電話６４－６５６５
潮来市上戸416-7

複合機の購入の際には是非ご検討下さい

配信開始キャンペーン実施中

潮来生まれの緊急地震速報システムです

特注システム・他社製機器についても御相談下さい

緊急地震速報利用者協議会・リアルタイム地震情報利用協議会 会員

㈱テックス

震度５強の地震が16秒後に来ます

URL www.tecs.ne.jp
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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

生命保険相談

介護職員
募 集 中

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!!

｢

｣
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宝くじ販売

図書館で行われたＡＥＤ操作説明

駐車場が
広くなりました
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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
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

18
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16

29

31

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。）

お問合せ：潮来市収税課 ℡.63-1111 内線127

junk.Food miniz　　30,000円

匿名　　　　　　　2,000円

匿名 　　　　　　10,000円

菅沢静男　　　　　3,007円

清水次郎長会 　　 9,627円

鹿行ハイヤー協議会潮来支部

20,000円

善意銀行
（８月分・敬称略）



実印・銀行印・会社印

ご奉仕中!!

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087
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【お問合せ先】

　茨城県土木部都市局都市計画課　都市行政グループ

　ＴＥＬ. ０２９-３０１-４５８３（直通）

　ＦＡＸ. ０２９-３０１-４５９９

　E-mail：toshikei-gyousei@pref.ibaraki.lg.jp

■茨城県では、はり紙や広告看板などの屋外広告物の適正な表示を推進するため、平成１８年１０月１日か

ら屋外広告業（※注）の登録制度を導入しました。

■茨城県内で屋外広告業を営もうとする方は、茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し、登録を受けること

が必要です。

（※注）「屋外広告業」とは
　「屋外広告業」とは、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を希望する者（広告主）からその

工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う法人又は個人を指します。

　①元請け、下請け等の立場や形態の如何は問いません。

　②自身で屋外広告物の表示等を行わない者は該当しません。

　　　該当しない者の例：広告代理店（表示等の行為を自ら行わない場合のみ）

　　　　　　　　　　　　チラシやポスター等の印刷業者（同上）

○登録申請の手続
登録申請は、登録申請書及び関係書類（※）を作成のうえ、下記の申請受付窓口へ持参又は郵送（簡

易書留限定）してください。

また、登録申請手数料１０，０００円は、同額の茨城県収入証紙を登録申請書に貼付することで納付

していただきます。

（※）関係書類の内訳

・誓約書（規則で定められた様式によるもの）

・略歴書（同　上）

・登記事項証明書（法人で申請する場合のみ）

・住民票（個人で申請する場合）／役員全員の住民票（法人で申請する場合）

・業務主任者の資格を証明する書類の写し（屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証、等）

・業務主任者の住民票

申請受付窓口

〒３１０－８５５５

茨城県水戸市笠原町９７８－６

茨城県土木部都市局都市計画課

都市行政グループ

屋外広告業の登録はお済みですか？
－　屋外広告業を営むためには、登録が必要です　－

　なお、登録申請書、誓約書及び略歴書の様式や記載例につ

いては、茨城県都市計画課ホームページの「トピックス」に

ございます「屋外広告業者登録制度のお知らせ」を参照して

ください。

ホームページ

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class09/

相続手続　土地、建物の売買、贈与

会社の設立　役員変更　その他

潮来市曲松2808番地10（潮来高校入口）

電話　0299-67-3055

茂木誠治司法書士事務所

相談無料 お気軽にお電話してください

スタンプ台のいらない－便利な－

慶弔印 3,150円の品涯

1,522円の品 涯1,080円（税込）

シャチハタ製品が安い!!15～30%引き
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔ゴム印
（スタンプ台使用）

４文字の時1,200円（税込）

シャチハタ
ネーム９

2,700円

認印　90円

実印　1,500円～

最高級印鑑を
低価格にて
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【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

住民健診の結果はいかがでしたか
７月に行われた住民健診の中で、65歳以上の方には生活機能評価（介護予防のた

めの健診）を同時に実施しました。

その結果、介護予防の必要があると判定された方には潮来市で行う介護予防事業

について個別にお知らせしました。

介護予防の必要がある方または住民健診を受けていない方でも介護予防事業に参

加することができます。下記をご覧の上、ぜひご参加、ご相談ください。

ヘルスランドさくらでらくらく介護予防！

【日時】10月～12月の毎週火曜日

　　　　午前10時～正午

【場所】ヘルスランドさくら

【対象】65歳以上で介護予防が必要な方

　　　　10～15名

【参加費用】2,000円(入場料込み)

【申込締切】９月28日

＊参加者多数の場合選考あり

＊潮来市内無料送迎バス（道の駅バス）が利

用できます

にある所定の用紙に必要事項を記入し、期日までに下記へ

提出してください。

10月 １６ ２３ ３０

11月 ６ １３ ２０ ２７

12月 ４ １１ １８

運動・栄養・口腔など介護予防に必要な知識

と運動の実践を行います。

めざせ！介護予防の達人！！

【日時】午前９時30分～11時30分

【場所】潮来保健センター

【対象】65歳以上で介護予防に関心がある方　

　　　　10～15名

【参加費用】無料

【申込締切】10月23日

＊参加者多数の場合選考あり

11月 ７ １４ ２１ ２８

12月 １２ ２６

１月 ９ １６ ２３ ３０

介護予防の達人養成講座
～介護を必要としないために～

◎潮来市福祉事務所　　◎牛堀出張所

◎高齢者総合相談センターあやめ／福楽園

◎各地区公民館　　　　◎かすみ保健福祉センター

◎図書館　　　　　　　◎ヘルスランドさくら

◎道の駅いたこ

申し込み方法

らくらく健康体操

「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

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖

常　南　病　院

【お車で送迎いたします】
＊詳しくは、お電話にてお問い合わせください

電話 0299-63-1101

10月より

常　南　病　院

開始予定人工透析
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58
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!!!!

◎団体プロフィール◎

●名　　称：いたこおはなしの会
●会　　長：風間　奈保美
●会 員 数：13人
●活 動 日：毎月第２土曜日 PM2:00
●活動場所：潮来市立図書館
●連 絡 先：TEL67-5128 風間

　今回は、いたこおはなしの会を紹介します。

いたこおはなしの会は図書館や学校を中心によ

みきかせや朗読会のボランティア活動を通し

て、地域のたくさんの方に、本に親しみ、想像

の世界に遊ぶ楽しさを伝えています。

いたこおはなし会（左から３人目は「講談社ブックキャラバン」のお姉さん）
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自動車差押え（タイヤロック方式）を行います
　市では、悪質な滞納者（全税目対象）に対し、自動車の差押え（タイヤ

ロック方式）を行います。これまでも税負担の公平性を確保するため、滞納

者の預貯金、不動産、給与など財産の差押えを実施してきましたが、今回新

たな取り組みとしてタイヤロック装置による差押えを行うこととしました。

タイヤロックとは車のタイヤに、写真のような器具を装着し運行できない状

態にするもので、税金を完納するまでその車は使用できません。また勝手に

器具を取り外すと刑法等の規定により処罰の対象となります。それでも税金

を納めないとその車は公売となり、その代金が税金に充てられます。

税金は納期内に納めていただきますようお願いいたします。

　市では納期内に税金を納めることができない方に対し納税相談を行ってお

ります。どうしても納期内に納めることが難しいときは、お気軽にご相談く

ださい。

潮来市高齢者虐待対応マニュアルに対する意見募集について

現在、潮来市では〈高齢者の人権・尊厳を守るために〉高齢者虐待対応マニュアルを策定中です。

市ホームページ掲載中のマニュアル（案）についてメール等にてご提言願います。

【ホームページアドレス】http://www.city.itako.ibaraki.jp/【メールアドレス】kaigofukushi@city.itako.lg.jp

【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

【お問合せ】潮来市収税課　℡.６３－１１１１　内線１２７～１３０ （※実物は使用しないときには、

収税課窓口に置いてあります）

高齢者虐待を防ごう

税金の滞納は許しません

ロックされた車

タイヤロック装置

水道水源について

　水道の水はどこから来ているかご存知ですか。

今回は、水道水のみなもと（水源）についてお話します。

【お問合せ】潮来市水道課　℡. ６７－５７４３

いたこの水道水
シリーズ

第３回

◎水道水源の内訳
　水道水源の種類には、河川水の他、ダム湖水、地下水

などがあります。日本の水道水源は約７割が地表水で、

残りの３割は伏流水や地下水等です。水道水源は、地表

水（表流水）が多く、全体の73％を占めています。地表

水では、ダム水の割合が高いのが特徴となっています。

　潮来市の田の森浄水場の水源は「北浦」で、水道水源と

しては最も使用割合の少ない、湖沼水（わずか1.4％）に

分類されます。

◎湖沼水の水質
　北浦、霞ヶ浦、印旛沼などは、生活雑排水の流入によ

り有機物、窒素、リンの濃度が高く、藻類の量が多いの

が特徴で、富栄養化現象と呼ばれています。

　富栄養化した湖沼水は、発生した藻類の種類によって

は、カビ臭などの臭気が検出されることがあります。

　田の森浄水場では、凝集沈殿と砂ろ過で濁りや色を除

去した後、「活性炭吸着設備」により臭気を完全に取り除

きますので、常に安全で美味しい水を供給しています。

　また、湖沼水には次のような利点があります。

　①濁度が安定していて、台風や集中豪雨などで、原水

　　の濁度が急に増加することがありません。

　②ダムや河川水のように、渇水の心配がありません。

　　皆様も北浦の水源を考えて、水道水の使用・飲用す

　　る際は、水源を汚さないよう心がけましょう。

地表水 ダム湖水

湖沼水

河川水

伏流水

地下水

その他

浅井戸水

深井戸水

45.0％

1.4％

26.6％

3.7％

7.2％

13.4％

2.7％

（73.6億㎥）

（2.3億㎥）

（43.5億㎥）

（6.1億㎥）

（11.8億㎥）

（21.9億㎥）

（4.5億㎥）

日本の水道水源の内訳（平成16年度水道統計より）

計 100％ （163.7億㎥）
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「イエスの生涯」「沈黙」「海と毒薬」「秘剣」「ほんとうの私を求めて」

「狐狸庵閑話」「遠藤周作文学全集」「夫婦の一日」「白い人」「女」
「生き上手死に上手」「ひとりを愛し続ける本」「女の一生」
「王妃マリー・アントワネット」「ぐうたら人間学」ほか
ＣＤ、大活字本もそろえてあります。

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

遠藤　周作（大正12年（1923年）３月27日～平成８年（1996年）９月29日）

（　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

10

６日(土) ― ―

７日(日) ― ―

13日(土) あらしのよるに　２ 世界の中心で、愛をさけぶ

14日(日) あらしのよるに　２ メゾン・ド・ヒミコ

20日(土) ドラえもん　のび太とブリキの迷宮 ユー・ガット・メール

21日(日) ドラえもん　のび太とブリキの迷宮 スタンドアップ

27日(土) ルパン三世／カリオストロの城 ひまわり

28日(日) ルパン三世／カリオストロの城 ホーム・スイート・ホーム

日にち 午後２時～

10月13日
(土)

てがみのおはなし

いたこおはなし会

10月14日
(日)

藤井いづみ先生の語り聞かせ

「おはなしの世界」

10月20日
(土)

「宮沢賢治の童話」かみしばい

図書館のおにいさん、おねえさん

10月27日
(土)

ハローウイン拡大版

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

10月の図書館カレンダー

図書館の出来事

　特別整理期間（蔵書点検、書架整理、資料
修理、選書等）のため、10月１日（月）～10月
８日（月）は、休館となります。なお、９月25
日（火）～９月30日（日）は、貸出冊数を増やし
ます。（図書20冊、視聴覚５点、雑誌５点）

　白百合女子大学の非常勤講師であり、つくば市の自宅に
「まめの木文庫」を開設し子供たちに定期的に語る一方、
語り手を志す人たちの指導にあたっています。その藤井い
づみ先生が、すてきなお話を語ってくれます。

【日　時】10月14日（日）

《午後２時》未就学児（０歳～６歳）
　　　　　　語り「ねことねずみ」絵本「かにかにではれ」ほか
《午後２時半》小学生～大人
　　　　　　語り「ちょうふく山のやまんば」「七わのカラス｣　ほか
【申込み】各時間ともそれぞれ30組の親子を募集します。

図書館カウンター、電話、ＦＡＸにてお申込み
ください。（申込み順、定員になり次第締め切
りとさせていただきます。）

　図書館の本で、落ち葉の名前を調べ、落ち葉の色

や形を考えて、動物や魚の形を作りましょう。窓ガ

ラスなどに貼り付けるとステンドグラスのようにな

ります。また、絵のほかにも、オリジナルのしおり

を作成することもできますよ。

【日　時】10月21日（日）　午後２時～３時

　　　　　当日、落ち葉をご持参ください。

【申込み】４歳～小学生30人を募集します。（申込み

順、未就学児は保護者同伴）

　　　　　図書館カウンター、電話、ＦＡＸにてお

申込みください。

潮来高校、潮来一中・二中、麻生一中な

ど多くの生徒が職場体験をしました。

おはなし会のあと、キャラバンカー

を見学しました。（８/11（土））

～落ち葉を使った

　オリジナル絵の作成～藤井いづみ先生が語るお話の世界 森の工作教室

「職場体験の様子」 「講談社
　ブックキャラバン来る」
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2
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（大生原小）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.2月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.10月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（日の出小）

子育て広場（図）子育て広場（中）

体育の日

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H16.7月生）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

＋当番医

常南病院563-1101

● 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

October

月10 のカレンダー

４ヶ月児育児相談（か）
（H19.5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）

子育て広場（中）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（延方小）

子育て広場（図）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（津知小）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.3月生）

子育て広場（中）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（潮来小）

何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（牛堀小）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）

（徳島小）

消防ポンプ操法大会
（日の出中グラウンド）

＋当番医

船坂医院566-1285
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.56VOL.56

【お問合せ】　潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線206

男女共同参画総合相談を開設しています
（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

・10月開設日・・・11日・25日　TEL.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

・相 談 内 容・・・パートナーからの暴力的行為（ＤＶ）、性差などによる人権問題

　８月29日（水）、潮来市役所において男女共同参画公開講座～市政を知る～が開講しました。この講座は、

「市民の行政への参画」「まちづくり」を意識したわかりやすい行政講座に市民の皆さんを対象として開催

し、市政の関心を深めていただくと同時に、女性の社会参画を促進し男

女共同参画社会の実現をめざすことを目的としています。

　第１回目の講座は、市長講演「潮来にもっと元気を！～元気で夢のあ

るふるさと潮来～」と題し、市長のまちづくりに対する思いや考えにつ

いて、約２時間に及ぶ講演を49名の参加者が熱心に受講しました。講演

の最後に市長から「まちづくりには市民の協力が必要です。皆さんの潮

来を元気にするご提案やご意見をいつでも私に聞かせてください」との

呼びかけに、参加した皆さんが大きくうなずいていた様子は、今後の潮

来の活気あふれるまちづくりが大いに期待される一場面でした。

男女共同参画公開講座

　　　～市政を知る～がはじまりました
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　市長へのたより

総数 女 10,553世帯 （＋ 3）世帯数15,764人男 15,361人 （＋ 1）（－13）31,125人（－12）

「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

　８月28日（火）、夏休み親子市政見学バス「潮来市

ウォッチング」が、13組30人の親子が参加して行わ

れました。「潮来市ウォッチング」は、今回はじめて

企画されたもので、『環境』をテーマに、市内の田の

森浄水場、水郷県民の森、潮来クリーンセンター・

リサイクルセンターを見学しました。また、最後に

市役所を訪れ、市長室や議場を見学し、 田市長と

和やかな雰囲気のなか、懇談会を行いました。参加

した子どもからは、「水やゴミについて楽しく学べて

勉強になった」、保護者の方からは、「市内の施設でも

わからない事が多かったので、水の作り方やゴミの

リサイクルの仕方など説明を聞くことができ、とて

もよかった」などの感想があり、参加した皆さんは

とても有意義な時間を過ごされました。

親子でバスツアー

「森林インストラクターの中村さん（写真右）が、森
のことたくさん教えてくれたよ」（水郷県民の森）

「水道水を作るのは大変なんだね。まず、
北浦の水をきれいにすることを考えなく
ちゃ」（田の森浄水場）

「リサイクルって大切だね。私たち１人１人ができることは、ゴミの分別を
きちんとすることだね」（潮来クリーンセンター・リサイクルセンター見学）

「少し緊張してうまく話せなかったけど、とても勉強になっ
た１日だったね」（市長との懇談会）

「市長の椅子にすわってパチリ」（市長室）

　メールアドレス


