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カシマアントラーズ小笠原選手とふれあう徳島小学校の子どもたち（７/10 徳島小学校）
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　潮来市では、全国各地における法話行脚において、本市のＰＲや潮音寺を起点とした万
まん

燈
とう

会
え

等の

開催により観光振興等に貢献されている大谷徹奘さんに「水郷いたこ大使」に就任いただき、７月

６日（日）に潮音寺において委嘱状を贈呈いたしました。

　その際、日本の様々な地域を実際に見ている大谷さんに、潮来の観光やまちづくり、また、自ら

が潮音寺で取り組んでいる万燈会などについて、 田市長と熱く対談していただきました。

潮来市長 水郷いたこ大使

 田 千 春 大
おお

 谷
たに

 徹
てつ

 奘
じょう

さん

潮来特別

対談 のまちづくりと観光
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270

300

海老沢　勝　二さん　〈前NHK（日本放送協会）会長〉

大　津　忠　男さん　〈陶芸家〉

戸　恒　喜代美さん　〈水墨画家〉 

柳　町　光　男さん　〈映画監督〉

本　條　秀太郎さん　〈三味線演奏家・作曲家〉

香　取　綾　子さん　〈イラストレーター〉

栗　原　　　徹さん　〈ラグビー選手〉

花　村　菊　江さん　〈歌　手〉

橋　　　幸　夫さん　〈歌　手〉

大　谷　徹　奘さん　〈僧　侶〉

上記記載は、就任順以外順不同

特別対談

田市長より委嘱状が渡されました。

水郷いたこ大使
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16

 田 千 春　潮来市長
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プロフィール

大 谷 徹 奘さん

奈良薬師寺東関東別院

水雲山 潮音寺　副住職

（薬師寺・執事）

　東京都江東区にある浄土宗の重
じゅう

願
がん

寺
じ

住職の二男とし

て生まれる。

　高等学校在学中17歳の時、故・高田好胤（たかだ こ

ういん）薬師寺住職に師事、薬師寺の僧侶となる。

　全国各地における法話行脚において、本市のあやめ

まつりをはじめとする観光ＰＲや潮音寺を起点とした

万燈会等の開催により、本市の観光、商工振興に大き

く貢献。

　小・中学校、市社会福祉協議会、地区公民館におけ

る事業や催し物などの講演の講師として、活力のある

心豊かなお話により、本市のまちづくりに大いに寄与。

特別対談

万燈会（今年は８/12～８/16開催）
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１きんじょの人に元気にあいさつをしていますか。

２「こどもを守る110番の家」をしっていますか。

３おうちにかえったら、大きな声で「ただいま」といっていますか。

４だれとあそぶか　どこであそぶか　なん時にかえるか　おうちの人に

話してからでかけていますか。

５あぶないところであそんでいませんか。

６おうちの人と「地域安全マップ」をつくったことがありますか。

７かえりがおそくなった時は、明るい道をとおってかえっていますか。

８ガードレールの内側を歩いていますか。

９防犯ブザーやホイッスルをならしたことがありますか。

10そとで一人であそんでいませんか。

ぜんぶ「はい」になるよう、がんばろう!

子供の防犯チェックリスト
自分でチェックしてみよう

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

□　　□

110

いかない のらない

おおごえでさけぶ すぐにげる しらせる

イカ の

お す し

知らない人について行かない

家の人に知らせる大人のいる方にすぐ逃げる
なにかあったら

「助けて!」と大きな声をだす

知らない人の車に乗らない

はい いいえ

「イカのおすし」
　　　　　を覚えよう
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【お問合せ】潮来市総務課　交通防災グループ　TEL.63-1111　内線234

　平成21年５月から、裁判員制度がはじまり

ます。今後このコーナーでは、裁判員制度に

ついてシリーズでお知らせしていきます。①裁判員制度について

こどもを守る１１０番の家
（車）目印例（ 　　　　 ）



潮来

　 皆様の『生まれ育ったふるさとを応援したい』という思いを実現するための制度

で、地方公共団体（都道府県や市区町村）に寄付をしていただいた場合に、現在お

住まいの地方公共団体の住民税から、寄付金額に応じて税額を控除するものです。

　潮来市に、ふるさと納税（寄付）していただいた場合は、次の事業に活用させていただきます。（寄付していただく際に

希望の事業を指定することができます。）
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【お問合せ】潮来市企画財政課　TEL.６３-１１１１ 内線２１６

　「潮来応援団」は、潮来市をもっと元気で活気に満ちたまちにしていきたい、そし

て素敵な潮来市をもっと多くの方に知っていただきたいという思いから結成しました。

　団員の皆さんには今お住まいの地域で、潮来市の魅力をご紹介いただいたり、直接的

な市政への提言・アドバイスを通じて、「ふるさと潮来」のまちづくりに参加していただ

いたり、そのようなご協力が知名度の向上と市の発展につながれば良いなと考えています。

★団　員
　市民、市外にお住まいの「潮来市」出身の方、ゆかりのある方、潮来市を元気に

するために協力していただける方などで、団員登録された方。

★応募方法（入団無料）
　潮来応援団ホームページから登録していただくか、応募用紙を下記事務局まで

持参又は郵送してください。（登録完了後、会員証をお送りする予定ですが、現在

準備中ですので、完成次第となります。）URL http://www.city.itako.ibaraki.jp/ouendan/

★団員の任務
　■潮来市の魅力を周りの人に伝えること！

　■まちづくりへの提言や潮来市にとって有用な情報を提供していただくこと！

　■潮来市を自分のまちとして、愛していただくこと！

★応援団の事業 
　「市のほっとな話題等の提供」、「団報（ＨＰの中を予定）の提供」、「応援団

ホームページの管理運営」、「情報交換会の開催（潮来で開催予定）」

るさと納税制度がはじまりました

を結成しました

あなたも“潮来市”を応援してみませんか！

ふるさと納税制度とは

保健・医療・福祉の

増進に関する事業

自然環境の保護

に関する事業

防災・防犯に関する事業

産業振興及び観光

振興に関する事業

教育・文化・スポーツ活動

の充実に関する事業

市民協働に

関する事業

その他潮来市全体の

発展に寄与する事業

※ふるさと納税についての詳細は、下記までお問合せください。

1
2

3
4
5

6
7

応援団
「潮来にもっと元気を!!」

ふ

潮来市企画財政課・秘書広聴課
〒311-2493 潮来市辻626 TEL.６３-１１１１ FAX.８０-１１００事務局
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〈潮来市消費生活センターからのお知らせ〉
　突然電話で、息子や甥、孫を装い、お金の振り込みを要求する「振り込め詐欺」や税務署、市役所、社会保険事務所
の職員を装って「税金を還付します」、「保険料を還付します」、「年金を還付します」などと言って銀行やコンビニエン
スストアなどのＡＴＭに行かせ言葉巧みにお金を振り込ませる「還付金詐欺」が発生しています。下記の事に注意し、
被害に遭わないようにしましょう。

息子や、甥、孫を装ったり、市役所・税務署等の職員を名乗ることもあります。

「電話番号が変わった」「風邪をひいて声が変だけど…」などと言う。

振り込みの理由は、「会社でミス」「トラブル」「借金の返済」「事件・事故」「他人に

怪我をさせた示談金」「和解金」など様々です。

また、「税金・年金などの還付金があるのでショッピングセンターのＡＴＭに行って

欲しい」という「還付金詐欺」の手口も増えています。

振り込みに際し、銀行などの窓口で聞かれたら「学費」「リフォーム代」と答えて、

などと指示したり、「振り込み先は友達の口座だから…」などと言う。

振り込んだ後に、不足や別理由などで、もう一度振り込むよう指示する。（犯人は、

騙し取れるだけ取ろうと、何回も振り込ませます。）

◎とにかく冷静になって

◎いったん電話を切り、本人かどうか

確認を

◎本人に連絡できない場合は、家族、

親戚、警察官、銀行員、消費生活相

談員などに相談してください。

（ＡＴＭの利用限度額を下げておくこ

とを、おすすめします。）

・潮来市消費生活センター　TEL.６２-２１３８（受付：月・火・木・金）
・潮来市社会福祉課　　　　TEL.６３-１１１１　内線３８５
・行方警察署　　　　　　　TEL.７２-０１１０

◆被害に
　遭わないために

◆こんな電話に注意!!

「振り込め詐欺」に遭わないために！

○ 相 談 先

※「不審な電話がかかってきた」、「被害にあってしまった」時は、すぐに下記へご相談ください。　
また、被害に遭われた方は、振込先の金融機関にもご相談ください。平成20年６月21日に「振
り込め詐欺救済法」が施行され、振込先の口座に残っている資金が「被害回復分配金」として
被害者に支払われます。

！

！

！

！

！
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　５月25日（日）、潮来第一中学校

格技場において、平成20年度春季ス

ポーツ大会（剣道）が開催されまし

た。結果は次のとおりです。

　７月23日（水）、延方小学校において、延方小学校

特別教室棟改築工事の安全祈願式が行われました。当

日は 田市長や工事関係者などが出席し、 田市長は

「学校は災害がおきた時には、拠点となる大事な建

物。また、工事中は安全に充分気をつけてくださ

い。」と挨拶しました。

安全祈願

　７月６日（日）、潮来市消防団夏季訓練・水防演習

が実施されました。

　当日は約600名の消防団員が参加し、規律訓練や迅

速な消火活動を行うための中継訓練、また、水害に備

えて堤防決壊を最小限にとどめるための様々な水防工

法について訓練を行いました。

消防団夏季訓練・水防演習

　７月23日（水）、茨城県庁知事室において、篠塚晃

さん（洲崎）が、橋本知事より表彰されました。篠塚さ

んは茨城県南部工業協同組合の設立（昭和37年）当初

から同組合の事業に積極的に参画され、昭和52年から

は３期にわたり理事長の重責を担い、地域の工業振興

はもとより、茨城県の産業振興に大いに貢献をされま

した。これらの功績により受賞されました。

茨城県知事表彰

　７月14日（月）～20日（日）、地域住民や各種団体な

ど、延べ約200名の多くの方々の協力により、日の出

近隣公園（ひょうたん池）再生事業が行われました。

　同事業は「市民に親しまれる公園をめざして」を基

本理念に、ひょうたん池周りの防護柵の改修や垣根設

置、草刈りなどを行い、公園を明るくきれいにし、危

険箇所の早期

改善や犯罪の

未然防止、ま

た、子どもた

ちが自然と親

しむことがで

きる公園づく

りを目指して

実施されたも

のです。

ひょうたん池を再生しよう

春季スポーツ大会（剣道）結果

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

【小学生低学年の部】（13名参加）

優勝：水貝　海斗（牛堀少年剣道愛好会）

【小学生高学年の部】（20名参加）

優勝：吉川　武志（牛堀少年剣道愛好会）

【中学生男子の部】（18名参加）

優勝：山野　竜也（潮来第二中学校）

【中学生女子の部】（18名参加）

優勝：小幡　有希（潮来第一中学校）
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　７月13日（日）、市民プール（前川）において、潮

来市水泳スポーツ少年団（大崎優子団長）が主催し着

衣水泳及び水府流水術体験会が行われました。

　当日は、水難事故を防ぐため、子どもたちに着衣の

まま水に落ちた時の感覚と危険性を体験してもらい、

また、身近なペットボトルなどを使った浮力体験や救

助法、あまり体力を使わない古式泳法である水府流の

実技指導などが行われました。

　７月10日（木）、カシマアントラーズの小笠原選手と中村コーチが徳島小学校を訪れ、１年～５年生の子どもたち

とふれあいました。当日は、小笠原選手の華麗なリフティングやフリーキックを間近で見たり、一緒にミニゲーム

やドッジボールを行ったり楽しい時間を過ごしました。この日司会をつとめた宍戸大悟さん（５年）は、「小笠原選

手はとても優しく接してくれた。スタジアムにも応援に行くので、優勝目指して頑張ってください」と元気に話し

ました。

アントラーズ小笠原選手
徳島小学校訪問

水難事故を防ごう

　７月11日（金）、潮来市交通安全母の会連合会(河瀬

玲子会長)から、「市内の中学生に配布して交通安全に

役立ててください」と反射リストバンド970本が寄贈

されました。

　根本教育長は「夏休み前に各中学校に配布し、活用

させて頂きます」とお礼の言葉を述べました。

反射リストバンドが寄贈されました

City News Flash
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【屋外広告物とは？】
　「屋外広告物」とは，常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、

はり紙、はり札、広告板などをいいます。具体的には次のようなものがあります。

屋外広告物の種類（一例）

　これら屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、

原則として市町村長の許可を受けることとされています。

屋外広告物は、必要な許可を受けて表示しましょう

茨　城　県

― 美しいまちづくりは、屋外広告物の適正な表示から ―

ごぞんじですか？屋外広告物制度
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　【お問合せ先】

　　潮来市都市建設課　都市計画担当

　　ＴＥＬ.６３-１１１１　内線３４６

　　茨城県土木部都市局都市計画課　都市行政担当

　　ＴＥＬ.０２９-３０１-４５８３（直通）

■県では、良好な景観の形成や風致の維持、及び公衆に対する危害防止のために、茨城県屋外広告物条例を

定め、屋外広告物に対して必要な規制を行っています。規制の内容には、①屋外広告物を表示してはいけ

ない地域（禁止地域）、②屋外広告物を表示してはいけない物件（禁止物件）等があります。

■また、広告主や土地所有者等に対しては、屋外広告物の適正な表示や管理等を求めています。

■条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑（最高100万円）に処されることがあります。条例の規定

を遵守し、美しいまちづくりを目指しましょう。

○屋外広告物を表示してはいけない地域（禁止地域）

　次に掲げる地域には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

・第一・二種低層住居専用地域、第一・二種中高層住居専用地域、風致地区等の用途地域

・文化財とその周囲（半径100ｍ以内）の地域、保安林、国定公園等の地域

・高速道路から500ｍ以内、国道、県道、市町村道等の道路から一定の区域（5～250ｍ以内）

　　※路線により、敷地境界から250ｍ以内・50ｍ以内・5ｍ以内に分かれています。　　　　　　　　　※

・信号機又は道路標識から半径10ｍ以内の区域　　　その他

○屋外広告物を表示してはいけない物件（禁止物件）

　次に掲げる物件には、原則として屋外広告物を表示することはできません。

・電柱、街灯柱（はり紙、はり札、立看板等の表示を禁止）

・街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、歩道橋、道路の分離帯、カーブミラー

・パーキングメーター、郵便ポスト、電話ボックス、道路の路面　　　その他

○広告主・土地所有者等の責務

・屋外広告物の広告主は、屋外広告物の法律や条例の規制等に適合した表示や適正な管理に努めるこ

とが求められています。

・また、屋外広告物が表示された土地の所有者にも、広告主と同様の努力が求められています。

・禁止地域や禁止物件に屋外広告物を表示したとき

・必要な許可を受けずに屋外広告物を表示したとき

・違反に対する措置命令に従わなかったとき

・その他の違反行為があったとき

罰金刑
（最高100万円）

屋外広告物の適正な表示のために
～茨城県屋外広告物条例の概要～



広報いたこ 2008
９月号 Vol.89 14

【お問合せ】潮来市企業誘致推進室　　TEL.６３-１１１１　内線２１７

日　　時　　９月３日（水）　午後７時～８時　　　　　場　　所　　中央公民館３Ｆ研修室（日の出３丁目）

　道の駅いたこ周辺地区は、県道潮来佐原線に面し、東関東自動車道潮来ICから約１kmと広域への利便性に

恵まれた地区であり、新産業拠点として期待がされています。

　この恵まれた交通環境を生かした土地利用計画「道の駅いたこ周辺地区計画案」を作成しましたので下記

のとおり説明会及び計画案の縦覧をおこないます。

道の駅いたこ周辺
地区計画案説明会及び縦覧

説明会日程について

計画案の縦覧について

　　都市計画の種類　　　地区計画

　　都市計画を決定する土地の区域

　　　（１）名　　称　　　道の駅いたこ周辺地区計画

　　　（２）位置及び区域　潮来市前川字前川の一部（図参照）

　　計画案の縦覧場所　潮来市企業誘致推進室

　　縦覧期間

　　　平成20年９月22日～平成20年10月６日

　　意見書の提出期間

　　　平成20年９月22日～平成20年10月13日

３
４
５

１
２

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
９月号 Vol.8915

次の３つの要件をすべてに該当している方

　①Ｂ型ウイルス肝炎及びＣ型ウイルス肝炎でインター

フェロンの治療をされる（している）方

　②茨城県に住民登録している方

　③国民健康保険等各種医療保険に加入している方

　＊他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担に

よる医療に関する給付を受けている方は対象となり

ません。

提 出 書 類 留 意 事 項

①肝炎インターフェロン治療受給者証交付申請書

本人が記入

医師記載日から３ヶ月

以内のものが有効

②肝炎インターフェロン治療受給者証認定に係る診断書

③世帯全員の住民票

④申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の市町村民
税の課税年額を証明する書類

⑤健康保険証 郵送の場合はコピー

⑥返信用の封筒（１４０円分の切手を貼付）

【お問合せ】潮来保健所　TEL.６６-２１１４

※詳細については、下記へお問合せください。

肝炎インターフェロン
治療費助成申請
される方へ

○住所地を管轄する保健所に、右

記の書類を揃えて申請してくだ

さい。認定されると、県から

「肝炎インターフェロン治療受

給者証」が交付されます。

（①②の用紙は保健所にあります）

◎医療費の助成の対象者となる方

◎助成対象となる期間

◎申請手続き
　　　について

保健所へ申請書を提出した月の初日から１年間です。

（本制度による助成を受けた方は、再度の申請をすることはできません）

　平成20年４月１日から、肝炎イン

ターフェロン治療にかかる医療費の

一部が助成されます。

　多年にわたり社会に貢献された方々の長寿

を祝福するため「平成20年度潮来市敬老会」

を下記のとおり開催いたします。

日　時　９月１５日（月）　敬老の日

会　場　開花亭（潮来富士屋ホテル別館）

日　程　８時15分～９時20分　受　付

　　　　９時30分～10時20分　式典等

　　　　10時30分～11時30分　アトラクション

　　　　井坂斗
と

絲
し

幸
ゆき

　社中（津軽三味線と舞

踊・民謡の大共演　迫力の演奏と心

温まるステージをお楽しみください。）

　　　　11時35分～　　　　　解　散

招待者　昭和12年４月１日以前に生れた方

　　　　（72歳以上）

主　催　潮来市

　★招待者の参加とりまとめを地区区長・協

力員さんにお願いしております。

　　送迎の時間帯が集中し、大変ご迷惑をお

かけいたしますが、ご協力をお願いします。

総務省統計局では、10月１日を基準日として、全国

で平成20年住宅・土地統計調査が行われます。この

調査は、住宅・土地に関する最も基本的な調査です。調

査結果は、国や都道府県・市区町村が住生活基本計画や

まちづくり施策などを立案するための重要な資料として

利用され、私たちの住生活の向上に大切な役割を果たし

ます。

　調査は、全国の調査区の中から約５分の１の調査区を

選び、その地域内の世帯を対象に行われます。全国で約

350万世帯を対象とする最も規模の大きい標本調査です。

　９月上旬に調査区ごとに住宅・土地の調査を行うた

め、知事が任命した調査員が各地区を巡回します。その

後、無作為に抽出され、調査の対象となられたお宅には、

９月下旬から調査員が調査員証を携行し、調査票を持っ

ておうかがいしますので、ご記入をお願いいたします。

　なお、調査の対象となる方には、統計法により、調査

への申告が義務づけられています。また、調査した内容

は、統計を作るためのみに使用するもので、その他の目

的に使用することは法律で固く禁じられています。

　ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【お問合せ】潮来市企画財政課 TEL.63-1111 内線214
【お問合せ】潮来市介護福祉課　高齢福祉グループ

　　　　　　TEL.63-1111  内線388・393

 

火 水 　木

18：30～19：15 小学校高学年 概小学生は,９月から始めます。（ただ今,児童募集中）

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年

20：30～21：20 高校２・３年 高校１・２年  高校２・３年

潮来市小泉（潮来高校近くで古高への道路沿い）

TEL・FAX　0299-66-6753

指導者　大川　英世

小学生：オリジナルテキスト
中学生：英語教科書,オリジナル問題等
高校生：英語長文総合問題

１ヵ月　5,000円

（入会費なし）

大川 英語教室

対象

英語を教えることが大好きです！
曜日

時間

・教　材 ・指導料

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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潮来市地域包括支援センター

お金の管理や契約に関することに不安がある時、頼れる家族がいない場合などには、次の制度が利用できます。

お金の管理や契約などに不安はありませんか？（権利擁護業務）シリーズ②

　判断能力が著しく低下し、契約を結べない認知症

高齢者などを保護することを目的とします。家庭裁

判所に申請の手続きを経る、法的制度です。

下記日程により「心配ごと相談」「法律相談」を開催いたします。

時　　間

相談内容

相談場所

相 談 料

午後１時～午後４時まで。（１人30分程度）

法律相談・人権侵害・財産問題・土地売

買・名義変更・金銭貸借・境界線（隣近所

問題）・災害・損害など。

【お問合せ】潮来市地域包括支援センター(潮来市社会福祉協議会内)
　　　　　　　　　　　 TEL.６３-１２８８   FAX.６３-１２６５

【お問合せ】潮来市社会福祉協議会　TEL.６３-１２９６

【心配ごと相談・法律相談の開催について】

毎月１回　第１水曜日（司法書士）大塚千世男　先生

毎月１回　第３水曜日（弁 護 士）杉下　弘之　先生

※ただし、司法書士・弁護士の都合により日程を変更する場合もございます。

☆相談ご希望の方は、電話連絡のうえ社会福祉協議会へ来所してお申込みください。

　なお誠に恐れ入りますが、潮来市在住の方に限らせていただいておりますので、ご了承ください。

相 談 日

成年後見制度

福祉サービス利用援助事業

　認知症高齢者など判断能力が不十分な方を対象として、地域で安心し

て自立生活が営めることを目的とした、福祉サービスの利用援助です。

尚この事業には、契約によって、ひとり暮らし高齢者などに代わって、

社協がお金を管理、及び支払いを代行するサービスがあります。

潮来市地域包括支援センターでは、高齢者の人権や財産を守る権利擁護の拠点として、これらの制度説明や利用支援を行います。

潮来市社会福祉協議会（潮来市辻765）

無　料

平成20年８月20日 水 弁護士 11月５日 水 司法書士 １月21日 水 弁護士

９月３日 水 司法書士 11月19日 水 弁護士 ２月４日 水 司法書士

９月17日 水 弁護士 12月３日 水 司法書士 ２月18日 水 弁護士

10月１日 水 司法書士 12月17日 水 弁護士 ３月４日 水 司法書士

10月15日 水 弁護士 平成21年１月７日 水 司法書士 ３月18日 水 弁護士

通帳

￥０

公共料金支払

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

地域包括支援センターの業務内容について

社協では相談業務を拡充しました。

鹿行友人会

100,000円

匿　名　 2,000円

匿　名　 8,749円

善意銀行
（７月分・敬称略）

「広報いたこ」「潮来市公式ホーム

ページ」に有料広告を掲載しませんか！

詳しくは、市ホームページをご覧く

ださい（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）
お問合せ　潮来市秘書広聴課
　　　　 TEL.０２９９-６３-１１１１

広告募集
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【お問合せ】茨城県霞ヶ浦環境科学センター TEL.029-828-0961
　　　　　　ホームページ http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

『霞ヶ浦の日』
　1982年（昭和57年）に「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止に関する条例」の施行を
記念し、県民の水質浄化に対する意識を高めるために設けられました。
　「霞ヶ浦」は西浦、北浦、常陸利根川、鰐川、外浪逆浦の総称です。

１　霊園の概要
　　１）名称　ほりのうち霊園　　　２）場所　潮来市堀之内1221番地3

種　　　別 区 画 面 積 仕　　　様 間　口　1.5㎡

奥　行　2.0㎡規格墓地第２種 ３㎡ 更　　　地

種　　　別 募集区画数 永代使用料（円） 管理料（円／年）
規格墓地第２種 １０ 180,000円 3,000円

２　募集区画数、使用料及び管理料

※永代使用料は初年度に納めていただきます。
※管理料は各年度毎に納めていただきます。

３　申し込み資格　（下記２つを満たしていること）
　　１）潮来市に住民登録されている方　　　２）墓地を所有していない方

４　申し込み方法について

　　１）申し込みの方法及び提出書類

について、詳しくは環境課ま

でお問合せください。

　　２）申し込みは１世帯につき１区

画のみです。二重申し込み・

虚偽等の不正申し込みがあっ

た場合は、無効とさせていた

だきます。

　　３）募集区画場所は、現地で確認

できます。（募集中の表示が

あります）

５　受付期間・時間

　　受付開始

　　８月18日（月）～（土・日・祝を除く）

　　受付時間

　　午前８時30分～午後５時30分

　　（正午～午後１時を除く）

※申し込み者の受付順（書類等の提出）

となりますのでご注意ください。

固　定

資産税

軽自動

車　税
市県民税

国民健康

保 険 税

４月

５月 ○ ○

６月 ○

７月 ○ ○

８月 ○ ○

９月 ○

10月 ○ ○

11月 ○

12月 ○ ○

１月 ○

２月 ○

３月

【お問合せ】潮来市収税課
　　　　　　TEL.63-1111　内線128

第１回

　市民の皆様から納付していただく税

金について、皆さんが疑問に思われる

事案などを、今号から６回にわたりＱ

＆Ａ形式でお知らせします。

　今回は、「市税の納期」と「報奨金廃

止の理由」についてお知らせします。

　　.なぜ納税組合の報奨金が廃止され

たのですか？

　　.各納税組合は、市税への納税意識

の高揚や徴収率の向上など、大きな成

果をあげてきたところです。しかしな

がら、納税額に対して報奨金を一律に

支給するのは「違法である」という裁

判所の判決が出されました。これを受

け全国で報奨金を廃止する市町村が増

えており、近隣の市は既に廃止してい

ます。このような状況の中、潮来市に

おいても平成20年度より廃止すること

となりました。

　本趣旨をご理解いただき、今後とも

ご協力をお願いします。

※組合長報酬は、従来どおり交付を継

続します。

　Ｑ＆Ａは、潮来市ホームページでも

見ることができます。

　　.潮来市の市税の納期はいつですか？

　　.納付期限は税目によって異なります。

・各税の納期は、それぞれの月末となり

ます。

・月末の納期日が、金融機関の休日にあ

たる場合は、翌月の金融機関が開店す

る最初の日が納期日となります。

・12月の市県民税及び国民健康保険税の

納期日は25日となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A

A

Q

Q

納税Q&A

市税の納付は便利で
確実な口座振替で

【お問合せ】
潮来市環境課 TEL.63-1111 内線252

平成20年度

潮来市公営墓地使用者募集のお知らせ
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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

９月の図書館カレンダー

今月の本棚（９月）

手塚　治虫
（1982年（昭和３年）11月３日～1989年（平成元年）２月９日）

　　　　　　　（９月　生誕８０年）

「アストロボーイ鉄腕アトム」「火の鳥」「ブラックジャック」「どろろ」
「ジャングル大帝」「アドルフに告ぐ」「リボンの騎士」「海のトリトン」
「三つ目がとおる」「手塚治虫の聖書ものがたり」「手塚治虫がねがったこと」
「手塚治虫　未来からの使者」「ガラスの地球を救え　二十一世紀の君たちへ」
「手塚治虫の大予言　鉄腕アトム　火の鳥　に隠された21世紀の衝撃」ほか

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

９
６日(土) シャーロットのおくりもの アニメ 子ども向け

14日(日) メッセージ・イン・ア・ボトル 外国映画 ケビン・コスナー主演 青少年・大人向け

20日(土) ベッドのまわりはおばけがいっぱい アニメ 子ども・青少年向け

28日(日) ブラザーズ・グリム 外国映画 マット・デイモン主演 青少年・大人向け

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

図書館員のおすすめ本　進路・進学特集

　進路を考える時期ですね。高校受験、大学受験に

役立つ本、あなたの人生の強いパートナー資格関連

の図書もそろえてあります。

「フツーを生き抜く進路術」「個性派ハイスクールで学ぼう」「大学の選び方」

「全国専修学校・各種学校・スクールガイド」「不登校・中退からの学校探し」

「ハンデイをもつ若者の進路　義務教育後の進路」「15歳からの大学選び」

「１２０の仕事なり方完全ガイド　高校生の進路」「偏差値だけに頼らない私

立中学選び」「進学・資格・海外留学・ボランティア」「発達障害と大学進学　

こどもたちの進学の夢」など
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９月４日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のおはなし会

（子育て広場）

うしぼりおはなし会

９月７日（日）午後２時～２時30分

運動会のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

９月13日（土）午後２時～２時30分

おとしよりのおはなし

いたこおはなし会

９月18日（木）午前11時30分～12時

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

９月27日（土）午後２時～２時30分

お月さまのおはなし

うしぼりおはなし会

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

図書館のできごと

９月新学期

６/27～７/６まで
エントランスホールに展示しました。
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

久保病院564-6116

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.1月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.9月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
マタニティ・セミナー

（か）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.2月生）

子育て広場（図）

＋当番医

仲沢医院563-2003

敬老の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.6月生）

September

月9 ● 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

秋分の日

ストレッチ体操（い）

子育て広場（中）

広報いたこ 2008
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＋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）
（H20.4月生）

子育て広場（中）
何でも育児相談

子育て広場（中） 子育て広場（図）

潮来市敬老会（開花亭）

＋当番医

常南医院563-1101

の
カレンダー

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.66VOL.66E
和田先生から生涯きらきら輝くためのアドバイス！

・年１回は婦人科で検査を受けましょう。

・これからの人生をゆたかにするためのコツは、「話を良く

聞いてくれる人」「いいアドバイスをくれる人」「気持ち

を理解してくれる人」それぞれ一人ずつ合計３人見つけ

ること！

・更年期は思春期と似ていて、心も身体も揺れ動く時期で

す。少しでもいいから自分の時間を作って、もう一度自

分を見つめて自分らしくアクティブ＆ポジティブに快適

に過ごしましょう。

・公的な相談機関をうまく利用しましょう。

次回のＥ～クオリティー★カフェは「男の料理教室」10月

開催予定です。

　７月26日（土）、かすみ保健福祉センターにおいてＥ～ク

オリティー★カフェを開催し、（財）いはらき思春期保健協

会　医師　和田由香先生を講師に迎え、「生涯きらきら輝く

ために！もっと知ろう！～私たちの健康」と題してお話を

伺いました。参加者が女性30人ということもあり、女性特

有の病気や更年期について話し合う楽しい座談会となりま

した。参加した方から

は、「とても楽しかっ

た」「少し沈んでいた

気持ちが晴れ晴れとし

た」「人生の中で一番

自由な世代を元気に過

ごしたいと思った」な

どの声がありました。

　　～クオリティー★カフェ

（男女共同参画講座）を開催しました。

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）

　　　　・９月開設日…１１日・２５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

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３-１１１１　内線２０８

第３回
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,634世帯 （＋12）15,703人15,302人 （＋13）（＋2）31,005人（＋15）

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


