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橋本茨城県知事を表敬訪問

カシマスタジアムでＰＲ

橋下大阪府知事を表敬訪問

商工会青年部

東京都墨田区を出発

商工会青年部のサッパ舟

　潮来に到着
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☆嫁入り舟（夜の嫁入り舟は6/14をの

　　　　　　　ぞく土曜のみ午後８時～）

☆潮来ばやし演奏

◎土・日のイベント
☆あやめ踊り披露

☆潮来祇園祭禮踊り披露

☆帆曳き船運航

☆櫓舟運航

☆前川あやめ園

　ライトアップ

☆ゆかたコンテスト

☆水郷の燈
あかり

 

◎日のみのイベント ◎期間中毎日開催 ◎特別イベント
　　　　 （６月21日（土））

あやめまつりイベント

　　【お問合せ】大会本部（期間中のみ）　TEL.６３-１１８７
　　　　　　　　潮来市観光商工課　　　　TEL.６３-１１１１　内線２４１～２４５

①ローレン

　　アヘレン

②利根川沿いの道

③読書

④日本の文化を学

び、たくさんの人

に会いたいです

①草野奈津美

②あやめ園

③野球観戦

④お客様に楽

しんでもら

えるようが

んばります

①内山　宏美

②潮来大橋

③お菓子作り

④笑顔でがん

ばります

①内堀　麻美

②長勝寺

③ゴルフ

④ 結 構、古 風

です

①折笠　恵

②白鳥の里

③バイク

④見かけたら

声をかけて

ください

①高品　法子

②夜の前川

　あやめ園

③旅行

④潮来の良さ

をがんばっ

てPRします

①福本　美加

②あやめ園

③デッサン

④楽しく会話

できるよう

がんばりま

す

①髙田　文香

②道の駅いたこ

③音楽鑑賞

④笑顔でがん

ばります

①髙田　円香

②道の駅いたこ

③料理

④誰にでも優

しく

①小林　加奈

②権現山公園

③ピアノ演奏

④何事も一生

懸命

①小笠原文菜

②あやめ園

③お買い物

④未熟者です

が、がんば

ります

①田所　望

②図書館

③旅行

④生まれ育っ

たまちのた

めにがんば

ります

①堀　幸恵

②とんぼ公園

③着付

④やろう！と

決めた事は

とことん追

求

①椎名智恵子

②夕方の風景

③ゴルフ

④来て良かっ

たと思って

もらえるよ

う笑顔でPR

①斉藤　理恵

②あやめ園

③バレーボール

④明るく元気に

たくさんの方

とふれあいた

いと思います

①六崎　智美

②潮来ふるさ

と館

③ドライブ

④誠心誠意の

おもてなし

①ニロシャ高橋
②潮音寺
③料理
④出会いを大切
に日本語でお
話できる事を
楽しみにして
います

①掛田　律子

②利根川沿い

③お菓子作り

④常に笑顔を

心がけます

①氏名

②潮来のお気に入りスポット

③趣味

④一言PR

We wait in iris garden
あやめ園でお待ちしておりますあやめ園でお待ちしております
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　私たちは自覚症状がないと、つい健康と思いがちです。しかし症状に気づいたときには手遅れという場合

もあります。そうならないためにも健診を受け、健康状態を把握する必要があります。

　自分の健康管理のため、現在の体の状態を確認しましょう。また、健診は生活習慣を振り返る機会と考え

年に一度必ず受診しましょう。

　ご自分の年令と加入医療保険証によって変わりますので、下表にてご確認ください。

６月30日～７月18日まで特定健康診査
（特定健診）が行われます

※40才以上の方は受診券と医療保険証を必ず持参ください。

※65才以上の方は同時に介護予防の健診（生活機能評価）を行います。

※75才以上の方へ…高齢者健康診査は、高血圧・糖尿病・脂質異常症（高脂血症）などの生活習慣病を予防するた

めの健診ですので、すでに治療されている方は、かかりつけの医療機関でみてもらっている為、健診を受ける必

要はありません。

※次の①～③までは、潮来市民の方であればお使いの保険にかかわらず、検査を受けることができます。

　①胸部レントゲン検査　　　［無 料］　19才～

　②前立腺健診　　　　　　　［500円］　50才以上の男性（前立腺疾患にて治療中の方は除く）

　③肝炎ウイルス検査　　　　［500円］　40才～76才で検査を受けたことがない方

19～39才 40～74才 75才以上

お使いの医療保険は？
国保・社保

国　保 社　保
後期高齢者医療

STARTあなたの年齢は？

受 診 券　無

負 担 金　５００円

健診会場
　左記健診日程表のとおり

健診項目
身長・体重・BMI

腹囲測定

血圧測定

診察

問診

尿検査

血液検査
脂質（中性脂肪等）

肝機能（GOT等）

糖代謝（HbA1c）

クレアチニン

貧血　女性のみ

尿酸　男性のみ

受 診 券

　６月中旬市より送付

負 担 金　５００円

健診会場
　左記健診日程表のとおり

健診項目
身長・体重・BMI

腹囲測定

血圧測定

診察

問診

尿検査

心電図検査

眼底検査

血液検査
脂質（中性脂肪等）

肝機能（GOT等）

糖代謝（HbA1c）

クレアチニン

貧血

受 診 券
　６月中旬市より送付

負 担 金　無　料

健診会場
　左記健診日程表のとおり

健診項目
身長・体重・BMI

血圧測定

診察

問診

尿検査

血液検査
脂質（中性脂肪等）

肝機能（GOT等）

糖代謝（HbA1c）

受 診 券
　勤務先より入手

負 担 金
　保険者ごとに決定

　健診は医療保険者（社

会保険等）の契約によっ

ては、潮来市で実施する

特定健診会場にて受診出

来ますので、勤務先にて

ご確認ください。

生活習慣病予防健診 特定健診 特定健診 高齢者健康診査
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受診日 会場名 対象地区

６月30日（月） かすみ保健福祉センター（島須777） 牛堀、堀之内、永山

７月１日（火） 〃 茂木、清水、芝宿、台上戸、宿、古宿、赤須

７月２日（水） 〃 横須賀、西町、大塚野

７月３日（木） 〃 浜町、上町、下町、あやめ

７月４日（金） 〃 ２～４丁目、江寺、貝塚

７月７日（月） 〃 築地、川尾

７月８日（火） 延方公民館（新宮1942-1） 須賀、曲松、小泉、古高

７月９日（水） 〃 新宮、大山、下田、宮前

７月10日（木） 〃 洲崎、延方西・東、徳島、福島、米島、前川

７月11日（金） 大生原公民館（大生1027-4） 大生原全域

７月13日（日） 潮来保健センター（辻779） 新町、後明、将監

７月15日（火） 中央公民館（日の出3-11） ５丁目～８丁目、七軒丁

７月16日（水） 〃 大洲、十番、十四番、日の出１～２丁目

７月17日（木） 〃 日の出３～６丁目

７月18日（金） 〃 日の出７～８丁目、未受診者

【健診期間・会場・対象地区】

　　【お問合せ】潮来市市民課（国民健康保険担当）　TEL.６３-１１１１　内線１３３

　　　　　　　　潮来市健康増進課　　　　　　　　　TEL.６４-５２４０

【受付時間】

午前の部：９時30分～11時15分　　午後の部：１時15分～２時30分

※午前受診される方は朝食を摂らずに、午後受診される方は昼食を摂らずにお越しください。（水やお茶は飲んで

もかまいません。）また、健診前日の飲酒、激しい運動はお控えください。

※平日お忙しい方のために、日曜日（７月13日）に健診を実施いたしますので是非ご利用ください。（対象地区以

外の方も受診できます。）

※国保以外の方の「①胸部レントゲン検査 ②前立腺健診 ③肝炎ウイルス検査」と、生活習慣病予防健診の申込用

紙は、区長、回覧及び新聞折込のほか、潮来市役所、牛堀出張所、各地区公民館、図書館、かすみ保健福祉セン

ターに備えて置きます。

平成20年度 健診日程表
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その「ゴミ」を、

ふたたび「資源」へと生まれ変わらせるために。

その「ゴミ」を、

ふたたび「資源」へと生まれ変わらせるために。
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こんなゴミはＮＧ！

食べ残しのついたパック
黄色の資源ゴミ袋に混入した

カミソリ等
中身の残ったマヨネーズ

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　５月 22 日（木）、市長室において、株式会社丸美屋

（香取市・菅澤誠一代表）より、嫁入り舟の衣装とし

て白無垢と色打ち掛けが寄贈されました。 田市長は

「伝統の白無垢だけでなく、色打ち掛けをいただいた

事で、嫁入り舟

のバリエーショ

ンが広がりとて

もありがたい。

今年は夜の嫁入

り舟の運航もあ

るので、ぜひ多

くの方に見に来

ていただきたい

と思います。」

と話しました。

白無垢と色打ち掛けが
寄贈されました　５月 16 日（金）、かすみの郷公園において潮来市高

齢者クラブ連合会主催による「第８回市長杯クロッ

ケー・輪投げ大会」が開催されました。当日は 550 名

を越える参加者が日頃の成果を競い合いました。大会

の結果は次のとおりです。

市長杯クロッケー・輪投げ大会

　４月 27 日（日）、潮来ホテルにおいて、潮来青年会

議所（赤尾正幸理事長）が主催して、「いばらきち

びっこオセロキャラバン 2008 潮来地区大会」が開催

されました。

　当日は潮来・行方地区の多くの小学生が参加し、熱

戦が繰り広げられました。

ちびっ子オセロキャラバンinいたこ

　５月13日（火）、開花亭において、「東関東自動車道

水戸線潮来～鉾田間建設促進期成同盟会通常総会」、

「国道51号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会通

常総会」が行われました。

　両会は、鹿行

各市の市長や議

長などで構成さ

れ、どちらも会

長を務める 田

市長は、「暫定

税率など様々な

問題はあるが、

必要な道路なの

で、早期整備に

むけて活動していきたい。」と挨拶しました。

早期整備を目指して

・クロッケーの部

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　徳島長生会

第３位　六丁目むつみクラブ

敢闘賞　福島福寿会

・輪投げの部

優　勝　十番老友会

準優勝　大生長生会

第３位　西町長寿会

敢闘賞　大山シニアクラブ

新町あけぼのクラブ 十番老友会



　５月14日（水）、茨城県書道美術振興会理事長を務められている宍

倉 風氏（十番在住）から、作品「愚直」が寄贈されました。

　 田市長は「寄贈された作品は市長室に掲げ、多くの来客の方に

ご紹介をさせていただきます。また、市長室や市庁舎を市民の皆さ

んが親しみのもてるようなミニギャラリーとして活用できるか、考

えて行きたいと思います。ありがとうございました。」とお礼の言葉

を述べました。

　５月 21 日（水）、潮来

公民館において、平成20

年度悠々塾開講式が行わ

れました。

　悠々塾は、これまでも

高齢者の学びの場として

様々な講座を行ってきま

したが、各地区の連携をより強化し、充実した事業を

行うため、本年度からは市高齢者クラブ連合会が事業

主体となり、塾長には飯田富美男さんが就任しました。

　来賓として出席した 田市長は「潮来市がもっと元

気になるためには、高齢者の皆さんが元気であること

が不可欠。悠々塾で楽しく学んでください。」と挨拶

しました。また、開講式後には、潮音寺の大谷徹奘副

住職より「幸せの条件」～より良い人間関係の為に～

と題し講演が行われました。

広報いたこ 2008
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City News Flash

　５月25日（日）、潮来市の常陸利根川周辺をメ

イン会場として、第 22 回潮来トライアスロン全

国大会が約250名の選手が参加して開催されまし

た。競技はスイム（1.5km）・バイク（40km）・

ラン（10km）の計 51.5km のタイムを競い合いま

した。

トライアスロン全国大会

悠々塾開講
　市の一般家庭ごみを収集している（有）榊原商店

（榊原勝男代表）では、昨年茨城県内でも先駆けて、

地球温暖化防止並びにＣＯ２削減に配慮し環境にやさ

しい「ハイブリッドパッカー車」を導入しました。な

お、榊原代表には「潮来市廃棄物減量等推進協議会」

委員としてもご協力いただいています。

ハイブリッドパッカー車導入

作品「愚直」が寄贈されました

大谷副住職
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押し花・潮来華の会
8,145円

潮来市体協ゴルフ部シニア会
22,000円

茨城アートトラック連盟
50,000円

匿名 2,000円
匿名 16,809円
小倉　進 タオル100本
アトリエ創夢会  36,320円
篠塚　武雄 車椅子２台
チャリティゴルフ実行委員会
委員長 今泉　和　132,000円

善意銀行
（５月分・敬称略）

　４月 24 日

（木）、常陽ボ

ランティア倶

楽 部 よ り、

「福祉施設等

で役立ててく

ださい」と、

同部の「タオ

ル１人１本提供運動」により集められたタオル 400 本

をいただきました。今回寄贈されたタオルは、市社会

福祉協議会において大切に活用させていただきます。

ありがとうございました。

タオル400本が寄贈されました
　５月22日（木）、市長室において、篠塚武雄さん（徳

島）より車椅子２台が寄贈されました。この車椅子は

篠塚さんが、親類や各種団体の協力を得ながら、10 年

以上かけて約 80 万個（約 330kg）の飲料缶のプルタブ

を集め、それを業者に売ったお金で購入されたもので

す。 田市長は

「とても助かり

ます。社会福祉

協議会で大切に

活用させていて

だきます。」と

お礼の言葉を述

べました。

車椅子２台が寄贈されました

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

　平成 20 年度、潮来市では市内の小学生に、下記の方々から「安全」「教育」のため

にと、様々な物をいただきました。大切に活用させていただきます。ありがとうござ

いました。

・常陽銀行より「防犯ブザー」（市内の全小学校１年生）

・県トラック協会より「セーフティハンド」（市内の全小学校１年生）

・潮来ニュースステーションより「学習ノート」「2B鉛筆」（市内の全小学校１年生）

・行方警察署より「防犯啓発ノート」（市内の全小学校１年生～３年生）

　　　　　　　　「フリーケース」　（市内の全小学校１年生）

子どもの安全・教育に役立てます

　少年指導委員とは、盛り場をはいかいしたり、風俗営

業店等に出入りするなどして、その健全な育成を阻害す

るおそれのある少年に対し、きめ細やかな指導や助言を

行い、風俗環境が及ぼす影響から少年を守るための諸活

動を行う民間有志で、公安委員会から委嘱された方で

す。

　潮来地区では５名の少年指導委員が活動していますの

で、少年に関する困りごとなど、お気軽に相談してくだ

さい。

少年指導委員

深谷　英久（潮来市大塚野）　福原　隆（潮来市潮来）

深澤　政司（　〃　延方）　　大森　庸（　〃　牛堀）

兒玉　雅惠（　〃　永山）

　【お問合せ】行方警察署　生活安全課
　　　　　　　TEL.0299-72-0110

　【お問合せ】潮来市社会福祉協議会
　　　　　　　TEL.６３-１２９６

潮来市身体障害者福祉協議会からお知らせ

少年指導委員にご相談ください 潮来市身体障害者就労支援相談事業
を開始します
　身体・知的障害者の就労を促進し、自立と社会参加を

すすめるため、就労支援相談を行います。障害者の意向

を十分把握し、地域企業経営者、地域関係団体・健常

者、公共機関（団体）等と密接な連携をとりながら、就

業のための支援をいたします。

場　所　潮来市社会福祉協議会（辻765）　　 

日　程　下記の通り（２ヶ月に一回　第３水曜日）

時　間　午後１時30分～４時30分

平成20年 ６月18日（水）　平成20年 12月17日（水）

平成20年 ８月20日（水）　平成21年 ２月18日（水）

平成20年 10月15日（水）

＊潮来市身体障害者福祉協議会の相談員が相談にのりま

す。お気軽にいらしてください。
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潮来市　日曜・祝祭日

急患 取扱い当番医表

平成20年７月～平成20年12月

●診療時間●　午前９時～午後４時まで

６日

13日

20日

21日

27日

石 毛 医 院

船 坂 医 院

延方クリニック

常 南 医 院

仲 沢 医 院

7 月
３日

10日

17日

24日

31日

朝 井 医 院

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

大 久 保 診 療 所

石 毛 医 院

8 月

５日

12日

13日

19日

26日

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

朝 井 医 院

石 毛 医 院

久 保 病 院

10 月

７日

14日

21日

23日

28日

朝 井 医 院

石 毛 医 院

久 保 病 院

船 坂 医 院

常 南 医 院

12 月

保存版

上記は予定であり、変更になる場合があります。

● 電話番号 ●

朝 井 医 院

石 毛 医 院

大 久 保 診 療 所

常 南 医 院

飯 島 内 科

（66）7677

（62）2523

（62）2506

（63）1101

（66）0280

久 保 病 院

仲 沢 医 院

船 坂 医 院

牛 堀 整 形 外 科

延 方 ク リ ニ ッ ク

（64）6116

（63）2003

（66）1285

（64）2888

（66）1873

市外局番（０２９９）

２日

３日

９日

16日

23日

24日

30日

船 坂 医 院

常 南 医 院

延方クリニック

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

11 月

７日

14日

15日

21日

23日

28日

久 保 病 院

船 坂 医 院

常 南 医 院

延方クリニック

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

9 月



広報いたこ 2008
７月号 Vol.87 14

　現在、潮来市及び潮来市商工会では、市内全域で高速インターネット（光回線＝Ｂフレッツ）

が利用できる環境の早期整備を目指して、NTT東日本に対し誘致活動（「Ｂフレッツ仮申込書」の取

りまとめ）を行っています。

　つきましては、下記の光回線（Ｂフレッツ）が整備されていない地区にお住まいの方もしくは事

業所等がある方で、まだ「Ｂフレッツ仮申込書」を記入されていない方は、ぜひご協力をお願いい

たします。

光回線（Ｂフレッツ）が整備されていない地区
■潮 来 地 区（全地区） 

■津 知 地 区（新町、後明、将監、江寺、貝塚、築地）

■延 方 地 区（古高、須賀、徳島、福島、米島、前川）

■大生原地区（釜谷、大生、大生団地、大賀）

■牛 堀 地 区（全地区）

◎『Ｂフレッツ仮申込書』の入手方法

　市役所秘書広聴課又は商工会窓口に設置してあります。または、

各ホームページからダウンロードできます。（仮申込書は、区長回

覧等でも配布しております。）

◎提出方法

　 仮申込書提出先まで持参・郵送・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかの方法

【仮申込書提出・お問合せ】 

■潮来市秘書広聴課　情報広報・男女共同グループ

　〒311-2493　潮来市辻626　TEL.63-1111　内線207　FAX.80-1100

　Ｅメールinfo@city.itako.lg.jp

　ＵＲＬ　http://www.city.itako.ibaraki.jp/
■潮来市商工会（潮来市光通信誘致推進協議会事務局）

　〒311-2421　潮来市辻626　TEL.62-3831　FAX.63-3630　Ｅメール junikyo@sopia.or.jp

　ＵＲＬ　http://www.sopia.or.jp/junikyo/
■潮来市商工会牛堀支所

　〒311-2436　潮来市牛堀106-1　TEL.64-2814　FAX.64-5713

高速インターネット（光回線＝Ｂフレッツ）

誘致活動を実施しています

「Ｂフレッツ仮申込書」記入にご協力ください

TEL.62-3000
URL:e92.net

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

営業時間（ＡＭ８：00～ＰＭ６：30）

イタコチャンス☆コーヒー

イタコチャンスセンター

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



広報いたこ 2008
７月号 Vol.8715

　平成20年４月より、更なる高齢者の見守りと地域との協働を目指し、地域

包括支援センターについては、潮来市から社会福祉法人潮来市社会福祉協議

会へ業務委託されました。

　なお、身近な相談業務窓口として、高齢者総合相談センターあやめ・福楽

園も引き続き機能の充実を図って参ります。

◎潮来市地域包括支援センター（辻765）　　 TEL.63-1288　FAX.63-1265

 （潮来市社会福祉協議会内）

◎高齢者総合相談センターあやめ（水原3474）　TEL.80-2223　FAX.66-5121 

◎高齢者総合相談センター福楽園（上戸1912-1）TEL.64-6767　FAX.80-3200

◆潮来市介護福祉課高齢福祉グループ（辻626）　　 TEL.63-1111　FAX.80-1410

平成20年４月１日より

　高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるよう、予防対策から高齢者の状

態に応じたサービスを提供する介護予防ケアマネジメントなど、保健・福祉・医療サー

ビスの総合的な利用者の相談・調整を包括的に行なうための中核機関として、潮来市地

域包括支援センター（潮来市社会福祉協議会内）を設置しました。

①地域支援総合相談

②介護予防事業

③包括支援事業・任意事業

④新予防給付（要支援１・要支援２）

設置目的

基本業務

☆次回から地域包括支援センターの業務について、シリーズで詳しく説明します。

１

２

潮来市地域包括支援センターの概要

（潮来市社会福祉協議会内）

潮    来市地域包括支援センターが

社会福祉協議会へ業務委託
されました

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
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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①６月１日からＡ、Ｂ、Ｃコースは廃止となりました。

②直行コースは「あやめ号」と名前を変え、新たに、かす

み保健福祉センター、堀之内地区、茂木地区を経由し、

終点はヘルスランドさくらに変更します。

※詳しくは、道の駅いたこまでお問合せください。

ﾍﾙｽﾗﾝﾄﾞさくら 行き １ ２ ３ ４ ５

延方駅 8:30 10:30 12:30 14:30 16:30

道の駅いたこ 8:36 10:36 12:36 14:36 16:36

水郷潮来ﾊ ｽ゙ﾀー ﾐﾅﾙ 8:39 10:39 12:39 14:39 16:39

日の出中学校前 8:42 10:42 12:42 14:42 16:42

日の出８丁目 8:43 10:43 12:43 14:43 16:43

アイモア 8:46 10:46 12:46 14:46 16:46

潮来駅 8:48 10:48 12:48 14:48 16:48

セイミヤ潮来店 8:50 10:50 12:50 14:50 16:50

潮来公民館 8:51 10:51 12:51 14:51 16:51

大黒天 8:54 10:54 12:54 14:54 16:54

ふるさと館 8:55 10:55 12:55 14:55 16:55

かすみ保健福祉ｾﾝﾀー 8:59 10:59 12:59 14:59 16:59

図書館入口 9:02 11:02 13:02 15:02 17:02

永山交差点入口 9:04 11:04 13:04 15:04 17:04

ラ・ラ・ルー 9:06 11:06 13:06 15:06 17:06

牛堀公民館入口 9:08 11:08 13:08 15:08 17:08

堀之内 9:11 11:11 13:11 15:11 17:11

茂木 9:13 11:13 13:13 15:13 17:13

県民の森 9:16 11:16 13:16 15:16 17:16

ﾍﾙｽﾗﾝﾄﾞさくら 9:20 11:20 13:20 15:20 17:20

延方駅　行き １ ２ ３ ４ ５

ﾍﾙｽﾗﾝﾄﾞさくら 9:30 11:30 13:30 15:30 17:30

県民の森 9:34 11:34 13:34 15:34 17:34

茂木 9:37 11:37 13:37 15:37 17:37

堀之内 9:39 11:39 13:39 15:39 17:39

牛堀公民館入口 9:42 11:42 13:42 15:42 17:42

ラ・ラ・ルー 9:44 11:44 13:44 15:44 17:44

永山交差点入口 9:46 11:46 13:46 15:46 17:46

図書館入口 9:48 11:48 13:48 15:48 17:48

かすみ保健福祉ｾﾝﾀー 9:51 11:51 13:51 15:51 17:51

ふるさと館 9:55 11:55 13:55 15:55 17:55

大黒天 9:56 11:56 13:56 15:56 17:56

潮来公民館 9:59 11:59 13:59 15:59 17:59

セイミヤ潮来店 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

潮来駅 10:02 12:02 14:02 16:02 18:02

アイモア 10:04 12:04 14:04 16:04 18:04

日の出８丁目 10:07 12:07 14:07 16:07 18:07

日の出中学校前 10:08 12:08 14:08 16:08 18:08

水郷潮来ﾊ ｽ゙ﾀー ﾐﾅﾙ 10:11 12:11 14:11 16:11 18:11

道の駅いたこ 10:14 12:14 14:14 16:14 18:14

延方駅 10:20 12:20 14:20 16:20 18:20

○毎週月曜日は運休です。

○フリーライド方式です。

○無料でご利用出来ます。

【お問合せ】道の駅いたこ　TEL.６７-１１６１

2008年６月１日改正

※フリーライド方式ですが、危険回避

の為、ご希望に添えない場合があり

ますので、ご了承ください。

いたこ市内無料送迎バスあやめ号時刻表

いたこ市内無料送迎バス運行方法変更のお知らせ

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

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！広告募集

　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　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

崖

崖

崖
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20

10

※土地の埋立て等の許可申請に係わる適用面積・他法令に係わる適用範囲等につきまし

ては、別表でご確認ください。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

現　　行 改　　正 備　　考

適用面積
面積500㎡以上

～5000㎡未満
面積300㎡以上～5000㎡未満

農地法第４条・第５条の許可に

係る埋立て（農地転用の許可）
適用除外 適用

・農地法
・調整区域内農地
・他の法令の許可を受けていない場合

農地法第４条・第５条の届出に

係る埋立て（農地転用の届出）
適用除外 適用除外

・農地法

・市街化区域内農地

農地改良届出による埋め立て 適用除外 適用除外 建設残土の埋立て不可

自らの居住又は使用の用に供す

る建築物の建築に係る埋立て
適用除外

1000㎡未満適用除外

※建築許可及び建築確認済
1000㎡以上適用

・都市計画法

・建築基準法

上記以外の用途（資材置き場

等）の埋立て
適用 適用 ・他の法令の許可を受けていない場合

山林、雑種地の埋立て 適用 適用 ・他の法令の許可を受けていない場合

開発行為 適用除外 適用除外 ・都市計画法

本人・配偶者・扶養義務者

１，０００万円

扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者

０人

１人

２人

５１２万９千円

５５０万９千円

５８８万９千円

扶養親族１人ごとに

３８万円加算

６２８万７千円

６５３万６千円

６７４万９千円

扶養親族１人ごとに

２１万３千円加算

【お問合せ】潮来市市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１　内線１３５

平成20年７月から、重度障害者マル福の所得

制限の基準額が変わります。

※所得から控除されるもの（主なもの）

　配偶者特別控除、障害者控除、特別障害者控除、

　寡婦控除、寡婦特別控除、勤労学生控除、医療費控除など

※所得から控除されるもの

　青色・白色等専従控除、譲渡所得控除

500

300

50

100

20

10

改正後（平成20年７月以降）

○前年所得が下記の金額未満の方について、マル福が適用されます。

現行（平成20年６月まで）

重度障害者の方の

マル福が

一部変わります

（ ）（ ）
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

（　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 31

７月の図書館カレンダー

今月の本棚（７月）

ヘミングウェイ（1899年７月21日～1961年７月２日）

「老人と海」「日はまた昇る」「武器よさらば」「エデンの園」

「ヘミングウエイの言葉」「ヘミングウエイ釣文学全集」

「キリマンジャロの雪」「蝶々と戦車　ヘミングウエイ全短編」

「海流のなかの島々」「アメリカ短編24　現代の世界の文学」など

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

７

５日(土) ブレイブストーリー アニメ 子ども向け

６日(日) 花よりもなほ 日本映画 岡田准一、宮沢りえ 青少年・大人向け

19日(土)
ルーニー・テューンズと遊ぼう！

シルベスター＆トゥイーティー
アニメ 子ども向け

20日(日) 東京フレンズ 日本映画 大塚愛、瑛太 青少年・大人向け

７月３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

７月６日（日）午後２時

七夕おはなし会

図書館のおにいさん、おねえさん

７月12日（土）午後２時

星のおはなし

いたこおはなし会

７月17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

７月26日（土）午後２時

海のおはなし

うしぼりおはなし会

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

お知らせ
　図書館ボランティ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。

おはなし会拡大版（４月20日・こども読書の日特集）

変身きつねのおはなし

図書館のできごと（図書館に集まろう月間）

変身カードを作ったよ。

さあ、へんしーん！

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

図書館員おすすめの本

（図書館だより「クローバー」もご覧ください。）

６月「地域・日本・世界の環境」

　潮来市の環境情報をはじめ、日本や世界の環境として、環境問題を取り

上げます。

７月「小・中学生のための自然や科学に役立つ情報」

　夏休みの課題でもある工作や自由研究に関する情報のほかに、生き物や

自然全般に関する情報まで幅広く、参考書籍や調べ方の紹介をします。



　５月11日（日）、市立図書館においてＥ～クオリティー★

カフェを開催しました。茨城県女性青少年課係長渡辺幸広

さんを講師に迎え、「一人ひとりが輝くために～男女共同参

画社会実現に向けて」と題してお話を伺いました。

　渡辺さんは、様々なデータを提示しながら、男女共同参

画社会とは、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮できる

社会であり、少子高齢化が進行している中で、我が国が将

来にわたり活力ある経済・社会を維持していくためには女

性の社会参画が求められていること、そのためには、女性

の仕事と家庭の両立支援が家庭・職場・行政に求められて

いること。しかし、国の調査によると、就業意欲があ

るにもかかわらず出産を期に約７割の女性が仕事を辞め、

共働きを続けても女性の家事・育児負担が大きいというの

が現状であること。そこで、男性の働き方（長時間労働な

ど）の見直しを含めたワーク・ライフ・バランス（仕事と

生活の調和）の推進や、女性が働きやすい子育て支援の充

実を図るための国や県の取り組みが説明されました。

　また、ビデオも上映し、参加した方からは、「とてもわか

りやすかった」「多くの市民に見てもらう機会を」などの声

がありました。
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.11月生）＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

船坂医院566-1285

潮来市消防団
夏季訓練・水防演習

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）子育て広場（中）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.7月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

子育て広場（図）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.12月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

海の日

＋当番医

常南医院563-1101

July

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

法律相談（い）

7 の
カレンダー

子育て広場（中）子育て広場（中）子育て広場（中） 子育て広場（図）

＋当番医

仲沢医院563-2003

４ヶ月児育児相談（か）
（H20.2月生）

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.64VOL.64
　　～クオリティー★カフェ

（男女共同参画講座）が開講しました

日時・場所 内　　　容 募集人数

７月26日（土）

午後１時～３時

かすみ保健福祉

センター

テーマ「もっと知ろう！年齢と共に変わって

　　　　いく体の変化～男女
み ん な

の健康」
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
い心や体の変化がおきます。思いやりを
もって生活することを考えます。

○講演終了後、お茶を飲みながら座談会を行
います。

男女30人

（先着順） 【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

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.4月生）

何でも育児相談（中）

特定健診

特定健診

特定健診特定健診

第３回　Ｅ～クオリティー★カフェ参加者募集！
ご家族お友だちお誘い合わせてご参加ください。
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「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

潮来産のおいしいお米をどうぞ
～田植え交流会開催～

　５月11日（日）、堀之内地区の田んぼにおいて、潮来市大規模稲作研究会（森内泰男会長）が主催して

「田植え交流会」が開催されました。

　当日はあいにくの天気でしたが、東京都内の米の卸業者や米穀店の皆さん、一般消費者など約70名が家

族連れで参加し、大人も子どもも一緒に泥んこになりながら田植えを楽しみました。

　会場に訪れた 田市長は、参加者の皆さんに「秋にはおいしいお米が収穫できると思う。それまでの

間、何回も潮来に遊びに来てください。」と話しました。

潮来産のおいしいお米をどうぞ
～田植え交流会開催～

苗の植え方を教えてもらいました

仲良く田植え　おいしいお米ができますように！

大人も子どももみんな泥んこ 田植え機にも乗せてもらいました 作業後はみんなで楽しく昼食会




