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　市では、地域の困りごとについての相談や要望に、迅速かつ適切に対応

するために、「スピード対応室」を設置しました。

　スピード対応室は、市民の皆さんの「相談してみたいことがあるのだけ

ど、どこに聞けばいいかわからない」といった要望や相談の初動体制の迅

速化を図るための窓口です。

☆こんな仕事をしています

　皆さんからの相談や要望に対し、関連部署と連携しながら、直接現場へ行

き問題点を確認するなどし、解決を目指します。また、相談内容によって

は、国や県、警察などとも連携して問題解決を図ります。

☆「なんでもやる課」ではありません

　お受けした相談に誠意をもって対応しますが、「市としてできる範囲」が

限られます。例えば、私有地の掃除・草むしりや、個人間のトラブルを解決

することはできません。しかし、このような相談に対しても、他の相談機関

を紹介するなど、できる限りアドバイスします。

☆私たちは心がけています

①迅速な対応

　皆さんから寄せられる要望や相談に、できるだけ迅速に対応し、市政のス

ピードアップを目指します。

②市民の視点に立った対応

　まずは現場に駆けつけて状況を確認し、相談者にお話を伺いながら「市民

の視点」で問題点をとらえ解決策を探ります。相談者には、１週間以内を目

安に回答又は経過を報告します。

《相談方法》　月曜日～金曜日（祝日を除く）の午前８時30分～午後５時30分まで、当室窓口

や電話、Ｅメールにより相談受付（相談内容を詳しくお聞きしなくてはならな

い場合や、対応の結果などを連絡する必要があるため、必ず住所・氏名・電話

番号等をお教えください。）

《 連 絡 先 》　潮来市スピード対応室　℡.63-1111 内線206　Ｅメール speed@city.itako.lg.jp

①要望など

※聴き取りや現場確認に
より担当課を決定

②担当課に依頼（担当課
が明確でないものは、
十分検討して決定）

※要望に対し
　迅速に対応

④担当課および
　担当者の報告

⑤要望などの対応説明

⑥処理状況報告

③担当者の決定報告

市　　民

スピード対応室 担　当　課

スピード対応室
業務の流れ

基本方針

!!
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法律相談
内　容　法律問題、財産問題、土地売買、交通事

故、金銭貸借等 

申込み　相談ご希望の方は事前に電話にて申込み状

況等をご確認いただき、潮来市社会福祉協

議会にご来所のうえ、お申込みください。

なお、相談は潮来市在住の方に限ります。

場　所　潮来市社会福祉協議会

日　時　午後１時～４時 (１人30分程度)

相談員　担当弁護士 杉下 弘之　先生

お問合せ　潮来市社会福祉協議会　TEL.63-1296

消費生活相談
　架空請求、多重債務、インターネット関連のトラブル等、消費生活に関するトラブルに巻き込まれたら、一人

で悩まず早めに消費生活センターへご相談ください。

内　容　消費生活に係る相談及び苦情に関すること

場　所　潮来市消費生活センター

日　時　月・火・木・金曜日 午前９時30分～正午・午後１時～４時（祝休日、年末・年始は休み）

相談員　消費生活相談員

お問合せ　潮来市消費生活センター　TEL.62-2138（直通）

健康相談
内　容　健康に関することについて、

気軽にご相談ください。

場　所　かすみ保健福祉センター

日　時　月曜日から金曜日

　　　　午前８時30分～午後５時30分

相談員　保健師

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

こころの健康相談
内　容　心の不安や悩み、不眠、閉じこもり、アル

コール依存等、高齢者の認知症状等（痴呆症

状等）について専門医が相談に応じます。 

　　　　※電話または直接窓口で予約。

場　所　かすみ保健福祉センター

日　時　年４回

相談員　専門医

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

　市民の皆さんの「悩みごと」や「心配ごと」の解決のため、さまざまな相談窓口が設置さ

れています。困ったことがあったら、ひとりで悩まずにご相談ください。

健康に関する相談

５月21日

　　　　　６月18日

　　　　　７月16日

　　　　　８月20日

　　　　　９月17日

　　　　　10月15日

　　　　　11月19日

　　　　　12月１日

　　　　　12月17日

　１月21日

　　　　　２月18日

　　　　　３月２日

　　　　　３月18日

困ったことが

あったら、

ご相談ください
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人権相談 
内　容　差別問題、家庭内の問題、近隣間のもめ

ごとなど毎日の暮らしの中で起こるさま

ざまな問題を解決するための相談。

場　所　津知公民館

日　時　６月４日・８月14日・10月16日・12月18日・

平成21年２月12日

午前10時～午後３時

相談員　人権擁護委員（加藤　勉、河野好雄、兼

平紀子、松本久男、早川　緑）

お問合せ　水戸地方法務局　鹿嶋支局 TEL.0299-83-6000

男女共同参画総合相談
内　容　地域や職場等であって

はならない人権問題

（性差別他）や、パー

トナー等の男女間にお

ける暴力的行為ＤＶ

（ドメスティック・バ

イオレンス）等の問題

について悩んでいる方のための相談。

場　所　潮来市男女共同参画総合相談窓口 

日　時　毎月第２・第４木曜日　午後１時～５時

　　　　（相談日以外でも承ります）

相談員　相談員２名

お問合せ　専用TEL.62-2727
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行政相談 
内　容　行政全般に対する意見・要望・苦情など 

場　所　津知公民館　牛堀公民館

日　時　５月・７月・10月・２月の第３水曜日

　　　　午後１時～３時

　　　　（都合により変更になる場合があります。）

相談員　木内 洋子 相談委員

　　　　姥貝 好雄 相談委員 

お問合せ　潮来市秘書広聴課　秘書グループﾟ

　　　　TEL.63-1111　内線204・205

シニア（団塊）世代の支援のための相談
内　容　第二のライフステージとして、地域活

動、ボランティア活動、NPO活動などに

参加してみたいと考えているシニア（団

塊）世代の方々のための相談。

場　所　潮来市役所企画財政課（電話・メール可）

日　時　月曜日から金曜日

　　　　午前10時～午後５時

相談員　企画財政課職員

お問合せ　潮来市企画財政課　TEL.63-1111　内線215

　　　　Ｅメール　kizai@city.itako.lg.jp

教育相談
内　容　不登校に関すること、非行や怠学に関すること、進

路に関すること、集団不適応に関すること

場　所　旧牛堀第二小学校内

日　時　月曜日から金曜日

　　　　午前９時～午後３時30分

　　　　※電話にて予約をしてください。

相談員　教育相談員

お問合せ　適応指導教室「のびのびルーム」内

　　　　TEL.64-2145（FAX兼用）

家庭児童相談
内　容　子育ての不安や悩みイライラ、子ど

もや家庭の悩みなど

　　　　※電話による相談、または来所（相

談室）、家庭訪問もいたします。

場　所　家庭児童相談室

日　時　月・火・木曜日

　　　　午前８時30分～12時・午後１時～５時30分

相談員　家庭児童相談員

お問合せ　潮来市福祉事務所　家庭児童相談室

　　　　TEL.62-2178（直通）

育児相談
内　容　４ヶ月・７ヶ月・１歳児に個人通知をしています。

その他、ご相談はいつでも受け付けていますので、

お気軽にご相談ください。

場　所　かすみ保健福祉センター

日　時　毎月（実施日は保健予防カレンダー・広報いたこを

ご確認ください。）

相談員　保健師

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

子どもの預かりに関する相談
内　容　お子さんの一時預かりについて相談に応じ、協力者

を紹介します。（実際にお子さんを預ける際には、

利用料金がかかります）

場　所　いたこファミリーサポートセンター

　　　　（潮来市社会福祉課内）

日　時　月曜日から金曜日

　　　　午前８時30分～午後５時30分

相談員　ファミリーサポートセンターアドバイザー

お問合せ　いたこファミリーサポートセンター　TEL.63-1779

子どもに関する相談



TEL.62-3000
URL:e92.net
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　歴史と伝統で名実ともに茨城県の代表的な祭りとして定着した『水郷潮来あやめまつり大会』は、

今回で57回目を迎えます。水郷情緒豊かな６月の風物詩としてさまざまな催しが行われます。

【開催期間】 ５月24日（土）～６月29日（日）【開催場所】 潮来市営あやめ園等

【開 会 式】 ５月24日（土）午前10時～（市営前川あやめ園特設会場）

水郷潮来あやめまつり大会が開催されます第57回

毎週火・木曜のみ限定営業（AM10：00～PM５：00）

１日１杯の健康コーヒー（ダイエット・がん予防効果）

テイクアウトもＯＫです。ＨＯＴもＩＣＥもオール250円

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・スクラッチ

ジャンボ・toto・BIG・BIG1000

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

５/19（月）から、ドリームジャンボ宝くじ発売

イタコチャンス☆コーヒー

イタコチャンスセンター



7 広報いたこ 2008
６月号 Vol.86

小さい店だから 出来ます！！やります！！
慶弔スタンプ２個セット
　（インク内蔵、薄墨、濃墨）

個人用黒水牛３本セット
　18mm 15mm 12mm
　もみ革・別珍ケース付き

節税印（子供、孫が生まれたら）
　象牙 10.5mm×24mm
　ケース付き

￥6300

￥15000

￥10000

この価格

サークルや職場の仲間など、踊りの好きな方ならどなたでも応募でき

ます。人数制限はありませんが、一連あたり10～30名が理想です。

◆日　　時　６月14日（土曜日）午後５時30分～９時

◆場　　所　潮来駅前潮来節おどりの響演大会特設会場

　　　　　　（潮来市あやめ一丁目地内）

◆申込方法　おどり参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ、大会事

務局にお申込みください。

　　　　　　※申込用紙は、各公民館、商工会、観光協会窓口に設置してあります。

　　　　　　※潮来市ホームページからもダウンロードできます。

◆申込締切　５月26日（月曜日）必着

◆お問合せ　潮来節おどりの響演大会事務局（潮来市観光商工課）

　　　　　　TEL.63-1111　内線244　FAX.63-3591

行事名 実施日時 実施場所

潮来のうたフェスティバル ６月１日（日） 開花亭

弓道大会 ６月８日（日） 潮来高校

関東俳句大会 ６月８日（日） 潮来公民館

少年剣道大会 ６月８日（日） 潮来第一中学校

囲碁大会 ６月８日（日） 延方公民館

将棋大会 ６月15日（日） 中央公民館

短歌大会 ６月22日（日） 牛堀公民館

水郷レガッタ大会 ６月29日（日） 北利根川

龍生派生花展 ６月13日（金）～15日（日） 潮来ふるさと館

行事名 実施日時 実施場所

「サッパ舟」利根川運航 ５月18日（日）～24日（日） 隅田川（東京）～前川（潮来）

嫁入り舟の運航（夜の部） ５月31日～毎週土曜20:00～20:30 前川

いばらきよいとこプラン ６月７日（土） 市内

駅からハイキング ６月14日（土） 潮来駅～市内

「器と着物に描かれたあやめ」特別展 ６月１日（日）～６月22日（日） 潮音寺（慈母観音）

水郷風景展～小堀進と水郷の作家たち～ ６月１日（日）～６月22日（日） 水郷まちかどギャラリー

あやめサミット開催 ６月21日（土）～22日（日） 市内

「潮来おどり」を踊ってみよう！

潮来節おどりの響演「おどり連」を募集します

☆関連行事

☆協賛行事

第15回

常　南　医　院
内　　科 外　　科

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101

午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

人工透析

【　お車で送迎いたします　】

 

整形外科

常　南　医　院
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兼平幹男     　300,000円

橋本　隆     　　8,700円

居酒屋さっちゃんもくよう会と

うたの仲間たち     18,246円

匿　名    　　　　2,000円

潮来ライオンズクラブ  　80,000円

清水次郎長会  　12,175円

善意の箱       　2,060円

常陽銀行 潮来支店 タオル400本

善意銀行
（４月分・敬称略）

（右）高安さん

（中）堀越さん

（左）根本さん

四丁目天寿会の皆さんが受賞の

喜びを 田市長（中央）へ報告

新たに整備された七丁目会館
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【お申込み・お問合せ】

　　潮来市秘書広聴課　TEL.63-1111　内線208

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

　「こんなまちにしたい」「こんなことを

やってみたら？」など、市民の皆さんのご意

見やご提案について気軽に市長と話し合いま

せんか。ミーティングの場所やスタイルは自

由。皆さんの活動の場へ市長を誘っていただ

いたり、市長室へお越しいただくこともでき

ます。まちづくりに対するの皆さんの『声』

をおまちしています。

団体名（参加人数） テーマ 開催場所

１ 潮来市指定管工事組合（９） まちづくりへの協力 市役所会議室

２ 潮来市農業委員会（20）
市の将来に向けた農業への

取り組みについて
市役所会議室

３ 日の出小第３学年委員会（８）
コーディネーショントレー

ニングの普及について

日の出小学校

（親子行事にも参加）

４
潮来・日本文化研修センター

坂東座禅道場（25）

市政に対する市長の考えに

ついて
坂東座禅道場

５
放課後教室拡充を願う父母の

会（３）
放課後教室拡充について 市役所会議室

６ ＮＰＯ法人寺子屋いたこ（８） 学童クラブについて 市役所会議室

７
潮来市ボランティア協議会

（50）
まちづくりとボランティア 中央公民館

・応募方法　話し合いたいテーマ（環境・福祉・教育・都

市整備など）を決め、申込書に必要事項を記

入してお申込みください。

　　　　　　※申込書は、秘書広聴課に直接おいでいただ

くか、または潮来市ホームページからダウ

ンロードできます。

・19年度の開催状況

・対　象　　市内在住者で構成または、市内に活動の拠点を置く団体・グループ

　　　　例えば…自治会、ＰＴＡ、学生（小学生以上）、ボランティアグループ、

　　　　　　　　スポーツ団体、ＮＰＯ、各種サークルなど

・開催日及び開催場所

　　　　参加団体と協議の上決定します。ミーティングの時間は１時間程度とします。

平成20年度

（ ）

管工事組合の皆さんと

活動にも参加します

（日の出小コーディネーショントレーニング）

相続手続　土地、建物の売買、贈与
会社の設立　役員変更

債務整理（サラ金関係）　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

お気軽にお電話してください

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
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○平成20年５月31日までに、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」を

設置しなければなりません。早めに設置しましょう。

●必要な性能を満たしていない粗悪品を高価で販売する。

●消防職員のような服装や、消防職員のふりをして

☆「消防署のほうから来ました。」

☆「となりの家では設置した。設置していないのはお宅だけ。」

などと言って強制したり、強引に売りつける。

●不審に思ったら、家に入れない。買わない。お金を先に渡さない。

●寝室（普段、寝室として使っている部屋）

●階段（２階以上の階に、寝室がある場合。詳しくは消防署へ。）

●台所・居間 （義務はありませんが、安心・安全のため設置をおすすめします。）

　火災警報器は、信用できる販売店でＮ

Ｓマーク付きの物を購入しましょう。

☆電源の種類には、電池式と家庭用電源

（ＡＣ１００Ｖ）のものがあります。

☆感知方式には、煙式と熱式があります

が、煙式を設置してください。

住宅用火災警報器はあなたや家族の命を守るために大変有効です

壁取付型天井取付型

　住宅用火災警報器は、電気店やホーム

センターなどで、５千円から１万円位で

販売されています。

【お問合せ】鹿行広域消防本部 予防課　TEL.０２９１－３４－７１１９

潮来消防署　　           TEL.６３－０１１９

つけましたか！

設置する場所

火災警報器の種類

悪質な訪問販売にご注意！



件　　　　名 施工場所
予定価格（円）

（税抜き）

落札額（円）

（税抜き）
契約会社名 業者数

指 H19市道（牛）2272号線排水工事 潮来市永山地内 2,500,000 2,400,000 ㈲大崎工務店 8

指 19-7号配水管布設替工事 潮来市米島地内 2,500,000 2,400,000 ㈱田崎工業 10

般 H19国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第１工区 潮来市日の出地内 26,500,000 24,920,000 上羽建設㈱ 13

般 H19国補市道（潮）171号線道路改良工事 潮来市大生地内 10,400,000 10,000,000 ㈱松信建設 10

般 H19市道（牛）1047号線改良工事 潮来市上戸地内 5,400,000 5,200,000 大塚建設㈱ 6

般 大賀・大生地区加圧ポンプ設置工事 潮来市大生原地内 17,600,000 17,000,000 浪逆工業㈱ 6

指 揺れやすさマップ作成業務委託 潮来市全域 3,100,000 2,390,000 国際航業㈱ 9

指 19国補流潮公下測試第5号実施設計業務委託 潮来市須賀南地内 4,700,000 4,200,000 ㈱マエシマ測量設計 6

指 延方小学校特別教室棟耐力度調査業務委託 潮来市小泉地内 3,800,000 3,400,000 ㈱三橋建築設計事務所 6

般 H19国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第2工区 潮来市日の出地内 34,800,000 33,470,000 ㈱松崎土木 9

般 H19国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第3工区 潮来市日の出地内 34,700,000 32,600,000 ㈱茂木工務店 10

般 国19-1号配水管更新工事 潮来市潮来地内 29,800,000 29,000,000 ㈱菱木土建 1

般 国19-2号配水管更新工事 潮来市潮来地内 31,400,000 30,500,000 ㈲平松工業 3

指 平成19年度潮来市固定資産登記簿照合業務委託 潮来市内 3,200,000 3,000,000 兼原測量設計㈱ 8

指 延方小学校特別教室棟基本実施設計業務委託 延方小学校内 14,000,000 6,700,000 ㈱綜企画設計茨城支店 13

般 潮来市固定資産税土地評価資料作成業務委託 潮来市内 5,200,000 5,000,000 ㈱三喜コンサルタント 6

般 古宿区消防機庫建設工事 潮来市島須地内 8,200,000 7,890,000 ㈱生井澤工務店 4

般 市道（潮）1026号・1059号線道路改良工事 潮来市潮来地内 34,100,000 32,300,000 ㈱二輝建設 10

般 H19市道（潮）382号線道路改良工事 潮来市水原地内 12,600,000 12,200,000 軍司建設㈱ 6

般 H19市道（牛）2279号線道路改良工事 潮来市永山地内 14,200,000 13,500,000 ㈱鈴木工務店 4

般 H19市道（潮）2級22号線道路改良工事 潮来市辻地内 7,750,000 7,350,000 成毛建設㈲ 3

般 19国補流潮公下第1号管路施設工事 潮来市日の出地内 6,500,000 6,300,000 ㈲篠塚工建 3

般 19単独流潮公下第2号管路施設工事 潮来市日の出地内 8,400,000 7,980,000 ㈱田崎工業 3

般 19国補流潮公下第3号管路施設工事 潮来市牛堀地内 5,800,000 5,600,000 ㈲山本工務店 2

般 国19-3号配水管更新工事 潮来市潮来地内 18,200,000 17,900,000 澤田建設㈱ 3

般 国19-4号配水管更新工事 潮来市潮来地内 10,800,000 10,500,000 ㈱篠塚工業所 4

般 国19-5号配水管更新工事 潮来市潮来地内 19,500,000 19,000,000 ㈱松田建設潮来営業所 6

指 道の駅いたこ周辺地区計画策定業務委託 潮来市前川地内 3,100,000 2,850,000 AN計画工房 5

指 潮来第二中学校校舎2期備品購入（家具等） 潮来市第二中学校内 2,020,000 1,910,000 ㈲松島商事 4

指 潮来第二中学校校舎2期備品購入（事務機器等） 潮来市第二中学校内 3,440,000 3,410,000 ㈲かつら印刷 5

般 H19国補流潮公下第2号管路施設工事 潮来市日の出地内 6,600,000 6,300,000 浪逆工業㈱ 5

般 H19単独流潮公下第3号管路施設工事 潮来市日の出地内 10,900,000 9,580,000 内山設備 9

般 H19単独流潮公下第5号管路施設工事 潮来市日の出地内 8,400,000 8,100,000 ㈲三ツ矢工業 10

般 市道（潮）1655号線小排水路整備工事 潮来市曲松南地内 11,300,000 10,950,000 澤田建設㈱ 4

指 H19国補交安市道（牛）2級6号線歩道盛土工事 潮来市堀之内地内 2,650,000 2,500,000 松崎建設㈱ 6

指 バスターミナル待合通路整備工事 潮来市延方地内 4,000,000 3,870,000 ㈱高須工務店 7

指 消火栓設置工事 潮来市潮来地内 1,960,000 1,890,000 酒井鉄工所 9

指 市民レガッタ整備事業備品購入 市立ボートセンター内 2,400,000 1,985,000 ㈲スポーツギャラリー高橋 3

指 中学校教育用コンピュータ整備事業（潮来一中・潮来二中） 潮来一中・潮来二中校内 月額　276,000 月額　222,000 住金プラント㈱鹿島事業所 5

指 日の出中学校教員用パソコン購入 日の出中学校内 1,250,000 970,000 ㈱テックス 6

（平成19年10月1日～平成20年3月31日まで）
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平成19年度　入札結果（下半期）
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◎団体プロフィール◎

●会　　長：関口　千明

●会 員 数：約202名

●設　　立：平成12年４月

●事 務 局：日の出中学校（66-5852）

　今回は、日の出中学校ＰＴＡの皆さんを紹介し

ます。日の出中学校ＰＴＡは、平成12年４月、日

の出中開校と共に組織されました。他の学校に比

べると歴史の浅いＰＴＡですが、家庭・学校・地

域が協力して「地域に根ざした人材育成」を目標に

活動の輪を広げています。

 

企画委員会の皆さん

中庭の補修作業 昨年のおどりの響演



【締切り】 両コースとも５月30日（金）必着
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①定年帰農者等支援研修（水稲入門コース）

　期　間：６月17日（火）～10月31日（金）

　　　　　（原則、平日の夜間と土曜日の日中に開講）

　対象者：農産物を販売し、収入を得ようとする概ね

　　　　　65歳までの方

②営農支援研修

　期　間：６月25日（水）～10月18日（土）

　　　　　（原則、水曜日の夜間と土曜日の日中に開講）

　対象者：野菜を中心とした本格的な農業経営を目指す

概ね45歳までの方

■受講申込み方法　行方地域農業改良普及センターを経由して、茨城県立農業大学校に申込んでください。

　　　　　　　　　申込み多数の場合には選考の上、決定させていただきます。

　県では、茨城県内で近く農業を始める方や農業を始めて間

もない方を対象に、農業技術の基礎を体系的に学べる研修を

行います。※受講料無料（ただし、テキスト代等は受講者負担）

　本年度の随時変更（個別的な農用地区域からの除外）

の申請受付け日程は以下の通りとなります。農用地区域

から除外を行い、農地の転用等を計画されている方は農

政課へご相談ください。除外を行うには目的によって要

件がありますので、除外出来ない場合もあります。

■農用地区域とは

　農業振興地域の内、農用地区域と非農用地区域に分け

られております。農用地区域は、市町村が10年間を見通

して農用地として利用すべき土地を設定するもので、農

業の健全な発展のために必要な施策は、農用地区域対象

に集中的に行われています。

【お問合せ】 潮来市農政課　TEL.63-1111　内線266

○地域集落における活動の中心的存在となる女性リー

ダーの養成を目的に今年度も次のとおり開講します。

■講義内容  男女共同参画、ふるさとづくり、食育、福

祉、食の安全、環境と健康など、11講座を

６日間（午前・午後の部）で受講。

■講義場所　茨城県総合福祉会館（水戸市千波町1918）

■講義日数  ７月から21年１月までの６日間。

■定　　員　280名　■受 講 料　1,000円（資料代を含む）

■申込締切  ６月20日（金）

■主　　催  （社）茨城県ふるさとづくり推進センター

■申 込 み　潮来市農政課　TEL.63-1111 内線266

第１回 平成20年５月30日締切

第２回 平成20年９月30日締切

第３回 平成21年１月30日締切

平成20年度「第11期」ふるさと
女性大学「葦の会」講座生募集

平成20年度　農業振興地域整備計画
随時変更の申請受付け日程について

■研修内容と対象者　農業基礎知識の講義と実習（下記の２つのコースがあります。各コース定員40名）

【お問合せ】

　茨城県立農業大学校　研修科

　　TEL.029-292-0010　FAX.029-292-0903

　　ホームページ http://www.ibanodai.ac.jp

　行方地域農業改良普及センター（行方市麻生1700-6）

　　TEL.0299-72-0256　FAX.0299-72-1690

「いばらき営農塾」
受講者募集のお知らせ

お問合せは

茨城県トライアスロン協会内

潮来トライアスロン

　　　　　　全国大会事務局

TEL.63-2328　FAX.62-3366

　５月25日（日）第22回潮来トライアスロン全国大会が開催されます。

　大会当日午前８時～11時30分の間、自転車コース及びその周辺で下記のよう
な交通規制が実施されます。車通行、沿道のみなさんには大変ご迷惑をおかけしま

す。ご協力よろしくお願いいたします。

特に、自転車コース内の駐車は

選手の走行に支障をきたしま

すので、ご遠慮ください。

第22回潮来トライアスロン全国大会交通規制のお知らせ
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図書館へ

今月の本棚（６月） よ う こ そ

図書館だより

トーベ・ヤンソン（1914年８月９日 ～ 2001年６月27日）

「ムーミン童話の世界事典」「ムーミン谷へのふしぎな旅　翻訳絵本」

「トーベ・ヤンソン・コレクション」「ムーミン童話の仲間事典」

「ムーミン谷の名言集」「ムーミン谷の夏祭り　ムーミン童話全集」

「ムーミンママのお料理の本」など（DVDも用意してあります。）

広報いたこ 2008
６月号 Vol.86

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午後２時 出　　演 対　　象

６
７日(土) 人形劇　ヘンゼルとグレーテル アニメ 子ども向け

８日(日) この胸いっぱいの愛を 日本映画 伊藤英明、ミムラ 青少年・大人向け

21日(土) たまごにいちゃん アニメ 子ども向け

22日(日) 間宮兄弟 日本映画 佐々木蔵之介、塚地武雅 青少年・大人向け

※６月より上映日程が変わります。
　　　　　　　第１・３土曜日は午後２時から子供向け作品、
　　　　　　　第２・４日曜日は午後２時から青少年大人向けの映画を上映します。

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

６月１日（日）午後２時

おとうさんのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

６月５日（木）午前11時30分

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

うしぼりおはなし会

６月14日（土）午後２時

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

いたこおはなし会

６月15日（日）午後１時30分

おとなもこどもも楽しめる

おはなし会

うしぼりおはなし会

６月18日（木）午前11時30分

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

６月28日（土）午後２時

雨のおはなし

うしぼりおはなし会

５月は図書館振興の月“図書館に集まろう月間”です

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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

６月の図書館カレンダー

潮来市立図書館は、平成20年５月27日（火）で、開館２周年を迎えます。

いろいろな行事を行いますので、どうぞ、図書館へおいでください。

◎古典に親しむ会第１回

　「万葉集を語る会」（先着50名）

　楽しく万葉集の世界にふれましょう。講師とお茶を飲みな

がらの座談会も用意しています。お申込みは、図書館カウン

ター、電話、FAXにて。（メール不可）

【日　時】５月31日（土）

　◆午後１時30分～３時（視聴覚室）

　　テーマ「万葉集にみる家族愛　―美しき大和言葉―　」

　　講　師　布
ふ

浦
うら

　万
ま

代
よ

氏

　　（茨城県国際交流協会日本語教育アドバイザー）

　◆午後３時～４時（第２集会室）

　　「講師との座談会」

　　※秋には同講師による、古典に親しむ会第２回「源氏物

語を語る会」を予定しています。

「万葉集を語る会」関連図書「万葉集」特集

「時のかけはし　茨城の万葉歌碑をたずねて」「大伴家

持の暗号」「万葉の花鳥風月　古歌でたどる万葉人のこ

ころ」「万葉集　美しき“やまとうた”の世界」

「萬葉植物事典」「万葉人の四季を歩く」「小さな恋の万

葉集」「万葉集常陸の歌」「あかねさす紫野　万葉集恋歌

の世界」など

◎１日司書体験

　司書の仕事を体験してみましょう。（カウンター業務、

選書、本の返本、装備など。）小学生以上ならどなたで

も結構です。１日５人程度を募集します。申込みは、図

書館カウンター、電話、FAXにて。（メール不可）

【期　日】５月17日（土）、18日（日）

　　　　　　　24日（土）、25日（日）

◎リサイクルフェア

　寄贈された本をほしい方にさしあげます。一人20冊ま

で。児童書は数が少ないため、一家庭５冊までとします。

【期　間】５月17日（土）～ 25日（日）

◎大人のための朗読会　潮来おはなし会（お話しの部屋）

　午後のひととき、名作にひたってみませんか。中学

生・高校生も歓迎です。

「子供たちの夜」向田　邦子　「きつね」新美　南吉

「ざしき童のはなし」宮沢　賢治　「歳月」藤沢　周平

【日　時】５月25日（日）

　　　　　午後１時30分～３時30分　当日受付
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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）
（H19.6月生）

＋当番医

朝井医院566-7677

水郷潮来
ICTフェスタ（潮）

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H20.2月29日以前生）
（津知・延方・
　　　　大生原地区）

子育て広場（中）
マタニティセミナー
（か）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.10月生）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.11月生）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー（か）
何でも育児相談（図）
３歳児健診（か）
（H17.3月生）

いきいき健康体操
（か）

子育て広場（図）
ポリオ（か）
（H20.2月29日以前生）

（牛堀地区）

子育て広場（図）子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H20.2月29日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（中） 子育て広場（中）

June

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

（潮）…潮来公民館

子育て広場（中）
お元気会（い）

広報いたこ 2008
６月号 Vol.86

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.63

　男女
み ん な

のより良い関係を求めて，身近な問題について毎回テーマを変え、お茶を飲みながら気軽な雰囲気で語

り合い学習できる講座を開催します。募集は、各講座を開催する前に広報紙・ホームページで行いますので、

パートナーやお友達とお誘い合わせのうえ、お出かけください。

「Ｅ～クオリティー★カフェ」

（男女共同参画講座）がはじまります。

【お申込み・お問合せ】

  潮来市秘書広聴課

   TEL.63-1111 内線208 FAX.80-1100

日時・場所 テーマ 募集人数

１
５月11日（日）
午後１時～３時
市立図書館

一人ひとりが輝くために
～男女共同参画社会の実現に向けて～
講師：茨城県女性青少年課担当者
○私たちの身近な男女共同参画について考
えてみましょう。

★募集中
　男女30人

２

６月14日（土）
午前10時30分
　　　～正午
潮来公民館

ＩＣＴを活用すれば起業は簡単！～女性の起業
　SOHO CITY　みたか推進協議会
　　　　　　　　　会長　　前田　隆正 氏
（有）そーほっと　代表　　森下ことみ 氏
　　　　　　　　　取締役　永澤のり子 氏
○実際に起業した女性の体験談です。

★募集中
　男女300人
（講演のみ）

３ ７月（予定）

もっと知ろう！年齢と共に変わっていく体
の変化～健康について
講師：和田　由香 氏

（社）いはらき思春期保健協会
○年齢と共に、男女問わず経験したことの
ない心や体の不調がおきます。思いやり
をもって生活することを考えます。

近日募集
男女30人

潮来市では男女共同参画

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）

・６月開設日…12日・26日

℡.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

6イタコシティ
　　　レガッタ2008

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.1月生）

子育て広場（中）子育て広場（中） 子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）
こころの健康相談（か）

第５７回  水郷潮来あやめまつり（期間:５/24～６/29）

潮来節おどりの響演

水郷潮来
ICTフェスタ（潮）

VOL.63



人口のうごき

Ｊリーガー誕生！

目指せＪリーガー！

Dream  come  true

５月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ Vol.86 平成20年

５月８日発行

　携帯電話サイト

編　集：潮来市総務部　秘書広聴課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　本　庁：茨城県潮来市辻626
　　　　　　　　　　〒311-2493　℡0299-63-1111

　　　　　　出張所：茨城県潮来市牛堀17
　　　　　　　　　　〒311-2495　℡0299-64-2611

あやめ

よしきり

FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

http://www.city. itako.ibaraki. jp/

http://www.city. itako.ibaraki. jp/mobile/

info@city.itako.lg. jp

　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,621世帯 （＋31）15,687人15,321人 （＋10）（＋ 4）31,008人（＋14）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

「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

　潮来市出身の川
かわ

原
はら

達
たつ

也
や

選手（東洋大卒）が、Ｊ１大宮アルディージャに入団

しました。本市出身の現役Ｊリーガーとしては杉本恵太選手（名古屋グランパ

ス）、小谷野顕治選手（鹿島アントラーズ）に次いで３人目となります。

　子どもの頃からの夢である『プロのサッカー選手』を実現した川原選手の活躍

が期待されます。

Dream  come  true

◇川原選手からのメッセージ

　念願のプロになることができました。これも両親をはじめ、自

分に関わってきてくれた皆さんのおかげだと感謝しています。ま

た、サッカーに出会い夢を追い続けることで、技術的にも人間的

にも成長することができたように感じます。常に『全力全進』

（「前進」ではなく「全進」）をモットーに、チームでレギュラー

の座を獲得し、子どもの頃からの憧れであったアントラーズとカ

シマスタジアムで戦えるよう頑張りたいと思います。そして、新

たな夢である「日本代表」に向かって精進していきますので、応

援をよろしくお願いします。
プロフィール 　　
・出身：潮来市下田　・生年月日：1985/12/16　・身長/体重：183cm / 79kg　・ポジション：DF　・背番号：29

・登録チーム歴等　　鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞJr（延方小） - 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞJrﾕｰｽ（潮来二中） - 鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞﾕｰｽ（麻生高） - 東洋大

　昨年８月に開催された、第31回全日本少年サッ
カー大会　決勝大会の決勝戦で、東京ヴェルディ
1969ジュニアに惜敗しましたが、見事準優勝に輝き
ました。準優勝はアントラーズジュニアの歴史の中
で最高の成績でした。

　また、13歳以下の日本代表候補にも選出されるな
ど、将来を期待されています。

　鈴木選手の所属する駒澤大学サッカー部は、平成18年度ま
で全日本大学サッカー選手権大会３連覇の偉業を達成し、日
本代表の巻誠一郎選手（ジェフ千葉）、中後雅喜選手（鹿島
アントラーズ）などＪリーグに多くの選手を輩出。今年も卒
業生５名がＪリーグに入団するなど、大学サッカー界の強豪
で、鈴木選手は主将としてチームを牽引しています。

　また、上記の川原選手の一つ年下で、ジュニアからユース
まで一緒にプレーしていたため、今回の入団の知らせには大
きな刺激を受けたそうです。

堀
ほり

之
の

内
うち

航
こう

平
へい

 選手
（出身：潮来市洲崎）

（鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞJrﾕｰｽ・潮来二中１年：ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ：ＤＦ）

鈴
すず

木
き

寿
とし

毅
き

 選手
（出身：潮来市徳島）

（駒澤大学４年・ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ：ＤＦ）

Ｊリーガー誕生！

がんばれ！　川原選手

堀之内選手（写真後列右から３人目) 鈴木選手（写真前列中央)

川原選手（写真後列左から２人目)

写真提供：大宮アルディージャ

指せＪリーガー！


