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必要なもの：上記料金と印鑑

狂犬病予防法により、生後91日以上の飼い犬は、「登録」と「狂犬病予防注射」
が義務付けられています。

　潮来市では、毎年５月に実施している集合注射のほかに、来られなかった犬
などの未注射犬の為、追加で狂犬病予防注射を実施しています。
☆個別通知はいたしませんので、日時等を忘れずにお越しください。
☆当日は、交通やその他事情により、開始・終了時間が多少前後する場合があ
りますのでご了承ください。

☆体調の悪いわんちゃんは、ほかの日に病院でも受けることができます。
　その際は、病院の領収書を持参して、後日、環境課までお越しください。

実施日　１０月２５日（土曜日）

午前　９時～１０時
午前１０時４５分～正午

潮来市役所　牛堀出張所
潮来市役所　本庁

登録している犬 登録していない犬

 登録はしているが、今年度狂犬病予防注
射をしていない犬

・新しく犬を飼った場合
・平成７年度以降登録をしていない犬

【３３００円】

狂犬病予防注射　　　　　　 ２９５０円
狂犬病予防注射済票交付手数料 ３５０円

【５３００円】

狂犬病予防注射　　　　　　 ２９５０円
狂犬病予防注射済票交付手数料 ３５０円
登録手数料　　　　　　　　 ２０００円

【お問合せ】潮来市環境課　　TEL.６３－１１１１　内線２５２

～愛犬の登録と狂犬病予防注射を実施します～

　写真は、今年５月に実施した集合注射で、会場に来ていた1252頭の中から、撮影の協力をし
てくれたわんちゃんたちです。ご協力ありがとうございました。

あなたの愛犬、
予防注射はお済みですか？

平成２０年度　狂犬病予防注射（追加）のお知らせ
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第２３回国民文化祭・いばらき２００８in 潮来

【日　時】　１１月８日（土）　午前１０時～午後４時

【場　所】　潮来第一中学校　屋内運動場

【内　容】　三味線演奏の第一人者である本條秀太郎氏を始め、市内外の伝統芸能

の継承者が出演します。その他にも模擬店などをご用意しておりま

すので、お気軽にご来場ください。

「潮来の秋まつり」～水面をゆらす調べと舞　水鏡に映す潮来出島の秋まつり～

【無料ループバス運行のご案内】

　会場や会場付近に駐車場はございません

ので、自家用車をご利用のお客様は、道の

駅いたこ臨時駐車場や市営あやめ駐車場に

駐車の上、無料ループバスにてご来場くだ

さい。

　午前９時～午後５時の間、道の駅いたこ

⇒市営あやめ駐車場⇒ＪＲ潮来駅⇒潮来第

⇒中学校（会場）の順に、10分毎にバスを

運行しておりますので、ご活用ください。

「筑波嶺
つ く ば ね

　水のこんさーと　in潮来」出演　ＡＴＡＶＵＳメンバー
本條秀五郎　 本條秀慈郎　 クリストファー・ハーディ　 新谷　祥子　 寺田　創一　 望月　翔太　 鼓友　緑佳

【主　　催】文化庁　 茨城県　 茨城県教育委員会 　第２３回国民文化祭茨城県実行委員会

　　　　　　潮来市　　潮来市教育委員会　　第２３回国民文化祭潮来市実行委員会

【協　　力】潮来市議会　　潮来市文化協会　 水郷潮来観光協会　 潮来市商工会　 潮来市区長会

　　　　　　潮来教育部会　　潮来市高齢者クラブ連合会　　潮来市子供会育成連合会

　　　　　　潮来市ＰＴＡ連絡協議会　　潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会

　　　　　　潮来市地域女性団体連絡協議会　　潮来市高校生会

入場無料 模擬店あり

【出演者・演目】※順不同・敬称略

本條　秀太郎
（三味線）

金沢　明子
（司会・民謡）

成世　昌平
（司会・民謡）

高橋　キヨ子
（民　謡）

赤坂　三紀子
（日本舞踊）

赤坂　真希
（日本舞踊）

ＡＴＡＶＵＳ
ア タ バ ス

（現代民謡）

郷土芸能の祭典

潮来ばやし保存会（潮来ばやし）　　潮来市徳島区（みろく踊り）　　潮来市小泉区（延方相撲繰込行列）
鹿島相撲甚句会（延方相撲甚句）　　鹿島踊り保存会（鹿島踊り）
（仮称）潮来市伝統芸能継承協会（潮来祗園祭禮御仮屋奉納舞・潮来あやめ踊り）　「雛子」塾（潮来節）
赤坂芸妓連（潮来出島）潮来市民謡保存会（潮来あやめ踊り）潮来市地域女性団体連絡協議会（潮来あやめ踊り）
磯節保存会（磯節）　　鹿島民謡同好会（鹿島甚句）　　　　篠山木挽き唄保存会（篠山木挽き唄）
ナイルス選抜チーム（潮来おどり）　　他

【お問合せ】第２３回国民文化祭潮来市実行委員会事務局

　　　　　　（潮来市教育委員会生涯学習課内）　TEL.６４－２６１１　内線６３４



4広報いたこ 2008
11月号 Vol.91

　潮来市では、近年、増加している無許可で建設残土を埋立てする事案や農地への違反

埋立てを規制強化するため、「潮来市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」

を全面的に改正（平成20年10月１日施行）し、市民の安全と良好な生活環境の確保を

目指します。主な改正点は下記の通りです。

【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

土地の埋立て等の許可関係

改　正 改正前

土地の埋立

て等の高さ

隣地境界との段差は0.5m未満。

ただし、土地利用上やむを得

ないと認められ、かつ、安全

性が認められるときは、10ｍを

限度とする

土地の埋立

て等の高さ

隣地境界との段差は0.5m未満。

ただし、土地利用上やむを得

ないと認められ、かつ、安全

性が認められるときは、この限

りではない。

たい積の高さ ２ｍまで たい積の高さ ２.５ｍまで

　これまで下限面積が、500㎡以上だったものを300㎡以上と適用範囲を拡大し、不正
な埋立て行為の早期発見・早期対応を目指します。

　土地の埋め立て等の高さについて規制を強化し、無秩序な埋立て等の防止や災害の防
止に努め、良好な生活環境の確保を目指します。

　これまで農地法第４条・第５条の許可に係わる埋立て（市街化調整区域内の農地の埋
立て）については、適用除外とされていましたが、今回の改正により適用となります。
ただし、市街化調整区域内の農地で、他法令の許可を受けている場合は適用除外となる
ケースがありますので、申請等をする方は事前に環境課までお問い合わせください。

　土砂の基準を設けて、基準に適合しない土砂による埋立て等の行為を禁止し、搬入土
砂の検査義務を新たに設けました。
　※土砂の基準は、環境庁告示の「土壌の汚染に係る環境基準」が適用となります。

　無許可の埋立て等、措置命令違反などの違反者には、１年以下の懲役又は50万以下の

罰金から２年以下の懲役又は100万以下の罰金と罰則を厳しくしました。

20

10

→

→ 土地の埋立て等の高さについての規制を強化します。

土地の埋立て等の適用面積が拡大されます。

→ 農地法第４条・第５条の許可に係わる埋立てについて、条例が適用されます。

→ 土壌検査を義務づけました。

→ 罰則を強化しました。



【潮来市にお住まいの皆様へ】
　都会でお暮らしのお子さんや、ご親戚、同窓生の方々に本制度をご紹介いただき、潮来市

を応援いただけるよう、ご協力をお願いいたします。

【潮来市ご出身で現在は離れて暮らしている方へ】
　潮来市で生まれ育ち、現在は都会など離れた地域にお住まいの方々で、ふるさと潮来のた

めに、何か「応援したい」「貢献したい」という思いをお持ちの方は、ぜひこの制度をご活

用いただき、潮来をもっと元気にするために、ご協力をお願いいたします。
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～市外にお住まいのご親戚、ご友人にご紹介ください～

【ふるさと納税制度とは】
　この制度は、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。（寄付金額の

内、５千円を超える部分が控除対象となります。また、控除の上限額

は概ね住民税額の１割程度となります。）

詳しくは潮来市ホームページでもご紹介しています。http://www.city.itako.ibaraki.jp/
＜お申込み・お問合せ＞

潮来市企画財政課 ふるさと納税担当　　〒311-2493 茨城県潮来市辻626

TEL.６３-１１１１　　FAX.８０-１１００　　E-mail：kizai@city.itako.lg.jp

潮来市
ふるさと納税のご案内

寄付の手続き方法

1
2
3

寄付申込書の入手

・潮来市ホームページからダウンロードしてください。
※ダウンロードできない場合は潮来市企画財政課までご連絡ください。

寄付の申し込み（寄付申込書の提出）

・必要事項を記入し、申込書を「電子メール」「ファクシミリ」「郵便」のいずれかの方法
で送付してください。

※申し込み後、潮来市役所より支払い用紙などを送付いたします。

寄付金の納付（いずれかの方法で寄付金を納付してください。）

①納付書により金融機関窓口で納付　　　③銀行窓口（ＡＴＭ）から市の口座へ振込む。
②払込用紙によりゆうちょ銀行で納付　　④現金書留で送金する。
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

潮来市スポーツ少年団球技大会
　第25回潮来市長杯スポーツ少年団球技大会が、潮来市スポーツ

少年団主催で開催されました。８月23日（土）、24日（日）の２日間、

市立中央公民館体育室他５会場で、ミニバスケット16チーム、

サッカー24チーム、延べ3,000人の団員と指導者、育成会の父兄

が参加し、交流しました。サッカーの部では、市内のチームは残

念ながら上位入賞とはなりませんでしたが、ミニバスケットボー

ルの部では、見事３位入賞となりました。

ミニバスケットボールの部

優　勝　鉢形小ミニバスケットボールスポーツ少年団（鹿嶋市）

準優勝　波野ミニバスケットボールスポーツ少年団（鹿嶋市）

第３位　津知クィーンズミニバスケットボールスポーツ少年団（潮来市）

第３位　大野原ミニバスケットボールスポーツ少年団（神栖市）

　９月22日（月）、文化庁主催「本物の舞台芸術体験事業」が行

われ、国内外で活躍するスターダンサーズ・バレエ団（代表　小

山久美）が牛堀中学校を訪問しました。生徒たちは、バレエの基

本動作について説明を受け、一部の生徒は実際に「シンデレラ」

の公演に参加し、本物のバレエを体験しました。小山代表は、

「バレエは、動き・リズム・マイムを通して言葉がなくても相手

に伝える。言葉がないからこそ、心で聴く、心で感じることがで

きる。」と話され、生徒たちは迫力あるバレエの舞台に魅了さ

れ、本物の芸術に触れる有意義な体験となりました。

本物の舞台芸術体験
スターダンサーズ・バレエ団牛堀中学校訪問

　９月18日（木）、

ナイルス株式会社

より、社会福祉の

貢献にと、社内で

行ったバザーの売

り上げ、69,046円

の寄付を頂きまし

た。頂いた寄付金は社会福祉協議会で大切

に活用させていただきます。ありがとうご

ざいました。

ナイルスより寄付

秋の交通安全運動
死亡事故ゼロを目指して
　９月19日（金）、

水郷県民の森駐

車場及びセイミ

ヤ潮来店前交差

点において、交

通安全協会や交

通安全母の会の

役員が集まり、

秋の交通安全キャンペーンが行われました。

　行方警察署の小野瀬一廣署長は「最近、

死亡事故が増えている。このキャンペーン

を機に、官民一体となり協力しあいながら

死亡事故ゼロを目指して頑張りたい」と挨

拶されました。また、キャンペーンに参加

した、 田市長や坂本行方市長などからド

ライバーの皆さんに「新米の気持ちにを忘

れずに」と、新米などが配布されました。

　９月７日（日）・14日（日）、日の出中学

校他のグラウンドにおいて、18チームが参

加し秋季潮来市長杯ソフトボール大会が行

われました。結果は次のとおりです。

平成20年度秋季潮来市長杯
ソフトボール大会

【よしきり組】

優　勝：エンプレス

準優勝：サン・トックス

第３位：ジャガーズ

第３位：潮来メッツ

【あやめ組】

優　勝：後明クラブ

準優勝：ザ・一公

第３位：武　蔵

第３位：日の出５丁目



　９月15日（月）、開花亭（潮来富士屋ホテル別館）において、潮来市敬

老会が開催されました。式典には、約750名の高齢者が出席し、100歳及び

米寿到達の方々に 田市長から記念品が贈られました。式典終了後には、

井坂斗絲幸社中の皆さんによる歌と三味線が披露されました。

　また、敬老会終了後には、 田市長が市内最高齢者の鴇田つねさん（105歳 宿区）等を訪れ、記念品を贈りました。

7 広報いたこ 2008
11月号 Vol.91

City News Flash

　９月24日（水）、本條秀太郎さん（三味線演奏家・水郷いたこ大

使）が、市内の子ども達に本物の三味線の音色を聴き、日本の伝

統音楽を体感してもらおうと、日の出小学校、潮来小学校、潮来

第二中学校を訪れ三味線の演奏などを行いました。

　本條さんは「子ども達に三味線の演奏を間近で聴いてもらい、

音の感覚を頭や体で感じ、心に残してほしいと思います」と話さ

れました。本條さんは、今後市内のすべての小中学校を訪問する

予定です。

日本の伝統音楽体験
本條秀太郎さん市内小中学校訪問

いつまでもお元気で

潮来市敬老会

　下田区では、宝くじの助成を受けて御

輿を整備しました。今までの御輿は、50

年以上前に作られたもので、老朽化が激

しく運行に危険が予測されるため、今回

宝くじの助成と区負担金を併せて、新し

く御輿を購入しました。

　この助成は、宝くじの普及広報を目的

として、住民の自主的なコミュニティ活

動の推進のために必要な施設や備品を整

備するものです。

　今後は、新たな御輿を中心に、これま

で以上に夏祭りを盛り上げることで、一

層区内の親睦を深め、更なる地域の活性

化のために積極的に活用されます。

宝くじの助成金で御輿を
整備しました

土子浩子 　5,000円

匿　名 　　　2,000円

ナイルス㈱ 　69,046円

善意銀行
（９月分・敬称略）

　広報いたこ10月号（Vol.90）

８ページのシティーニュースフ

ラッシュ「消防団ソフトボール

大会開催」の記事の中で、優勝

した第１分団の地区名の中で

「下丁」がぬけていました。お

詫びして訂正します。

お詫びと訂正
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高齢者虐待を防止します！（権利擁護業務）シリーズ３-②

　高齢者虐待には身体的虐待、放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待とに分かれます。今回は

心理的虐待と性的虐待と経済的虐待についての具体例をあげてみましょう。

高齢者虐待とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか？

　　認知症ともの忘れは違うの？
　　　認知症は、単なるもの忘れが激しくなったわけではなく、

誰にも起こりうる脳の病気のひとつです。

☆早い段階で発見することでこんなメリットがあります。
　●治療で治る認知症状もあります

　●進行を遅らせることが可能な認知症もあります

　●より早い相談や支援サービスの利用につながります

　●記憶や意思が明確なうちに本人自身が考え、備えることが

できます

　　　【お申込み・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）

　　　　　　　　　　　　　　潮来市辻７６５　　TEL.６３-１２８８　FAX.６３-１２６５

Q

潮来市地域包括支援センター
地域包括支援センターの業務内容について

～高齢者虐待の早期発見、把握に努め、高齢者のみなさんをお守りします～

　　　　　高齢者に対して「わいせつな行為を
すること又はわいせつな行為をさせること」を
いいます。
【例えば】

・排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸に
して放置する。

・キス、性器への接触、セックスを強要する。

　　　　　高齢者に対して養護者および別居の家族が
「本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望
する金銭の使用を理由なく制限すること」をいいます。
【例えば】

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。
・本人の自宅などを本人に無断で売却する。
・年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。

　　　　　　高齢者に対して養護者が「脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的
に苦痛を与えること」をいいます。

【例えば】

・排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなど
により高齢者に恥をかかせる。

・怒鳴る、ののしる、悪口をいう。

・侮辱を込めて、子どものように扱う。
・高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。

認知症と高齢者虐待～認知症を正しく理解しましょう～

Q

　認知症による言動の混乱は、介護者の負担の増大やストレス

となり、虐待の要因にもなっています。認知症を正しく理解

し、認知症の早期発見と適切な支援により介護負担を軽減して

いくことで、虐待を未然に防ぐことが大切です。

心理的虐待

性 的 虐 待
経済的虐待

　現役の介護職員の劇団員が、認知症の方

の真の日常をわかりやすく伝え、発見のポ

イントや予防について学べます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日　時　11月２日（日）

　　　　午後１時30分～３時

場　所　潮来公民館　　※入場無料

演劇で知る認知症ケア

【地域ケアシステム講演会のお知らせ】

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）

テイクアウトもＯＫです。ＨＯＴもＩＣＥもオール250円

平成20年８月　サマージャンボ　3等1000万円当選

平成20年９月　BIG　　　　　 2等 258万円当選

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
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　運動・栄養・お口の健康など介護予防に必要な知識と、運動の実践

を通して一人ひとりの介護予防力の向上を目指します。誰でもどこで

もできる簡単な体操です。

【お問合せ】潮来市収税課
　　　　　　TEL.63-1111 内線127～130

第３回

　市民の皆様から納付していただく税

金について、疑問に思われる事などを

Ｑ＆Ａ形式でお知らせします。

　　．納期限までに納めないと、どうなるの

　　　でしょうか？

　　．納期限までに納付されない場合、市で

は督促状を発します。督促状は各税目１期に

つき１件発せられ、手数料100円が税額に加

算されます。さらに日数に応じて延滞金も加

算されます。

　延滞金は納期限の翌日から起算して年14．6％

（ただし30日間は別途計算期間や端数処理あ

り）の割合をかけて計算した金額です。

　督促状が発せられてもなお納付がない場合

は、市の徴税吏員が法律の定めにより滞納者

の財産を差押えることになります。財産が差

押えられると、たとえ自己の財産であっても

自由に処分できなくなり、徴税吏員は差押え

た財産を換価（公売等）して滞納している市

税に充てることになります。

　納付期限を過ぎても納付できない事情があ

る場合は、速やかに収税課までご連絡・ご相

談ください。

　　．納付したのに督促状が届いたのはどう

　　　して？

　　．市役所や金融機関で納付された場合で

も、手続き上、市で入金の確認ができるまで

に多少の日時を要してしまいます。よって納

期限を過ぎてから納付した場合、督促状が届

く場合があります。この場合は行き違いです

ので督促状は破棄していただいて構いません。

　納期限内に納付したにもかかわらず督促状

が届いた場合には、領収書等を再度確認した

うえで、収税課までご連絡ください。

Q

Q

納税Q&A

市税の納付は便利で
確実な口座振替で

　これらのＱ＆Ａは、潮来市ホームページ

でも見ることができます。

【主催・お問合せ】
　潮来市介護福祉課　TEL.63-1111　FAX.80-1410
　潮来市地域包括支援センター TEL.63-1288 FAX.63-1265

めざせ！

11月５日 開講式・運動器 12月17日 運 動 器

　　12日 運 動 器 　　24日 栄養について

　　19日 運 動 器 １月７日 運 動 器

　　26日 お口の健康 　　14日 栄養について

12月３日 運 動 器 　　21日 運 動 器

　　10日 お口の健康 　　28日 閉講式・運動器

養 講成 座

対　象

65歳以上で介護予防の必要がある方　15名(先着順)

介護予防とは？
　健康で自立した生活を長く続け、介護を受けるような状態にならな
いようにすること。
　「最近足腰が弱くなってきた」など、その状態を悪化させず、改善
できるようにしていくことです。

講　師

作業療法士・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士などの専門職

申し込み

申込用紙に必要事項を記入し、地域包括支援センターまで提出してく
ださい。
（申込用紙は下記にあります）
※定員になり次第、締め切らせていただきます。

【場　所】潮来保健センター リハビリ室（潮来市辻779）

【持ち物】運動できる服装・水分補給のための飲み物・筆記用具

内　容

【日　時】毎週水曜日　　午前９時30分～11時30分

介護予防の達人

教職教養 通信添削教室

大 川 英 語 教 室

教員志望の皆さんを応援します！
●通信添削部（ホームページ http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）
期 間 等 ２ヶ月。２週間に１回、計４回添削問題を郵送。早めの準備が合格への近道

学習内容 教育法規、教育心理、教育原理、教育史及び教育時事　100題を完全征服

指 導 科 全費用　５,０００円（問題郵送料を含む）

●通学学習部もあります（人数に制限あり。早めの予約が必要）
※平成２０年度は、５月・６月に実施し、１６人が通学しました

潮来市小泉2593-16（潮来高校近くで古高への道路沿い）

0299-66-6753TEL
FAX

★ＩＨクッキングヒーター・エコキュート
　電気温水器・蓄熱暖房器・ご購入のチャンス！

★よりお安く　　　　　　　　　　　など…

　①お子様にお菓子のすくい取り　②来場者粗品進呈
　③アンケートに答えてサイコロゲーム ℡ 92-0721

神栖市大野原２-２２-３２（関東つくば銀行隣）
※お任せ下さい！潮来市施工実績多数有！

OFF! OFF!25％ 30％

１１月８（土）９（日）日開催！！
神栖市平野電機オール電化フェア

A

A



　最近、市役所に「近所で野焼きをしている」「煙や臭いがすごい」との

連絡が入ります。

　ごみを燃やすことは法律で禁止されており、違反者は５年以下の懲役も

しくは1000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。

　例外として、農業や漁業を営むためやむを得ないもの、たき火などの軽微なもの(落ち葉など)は野焼きになりません

が、ごみを燃やすことは禁止となっております。

※野焼きしている現場を見つけたら、行方警察署、潮来市環境課のいずれかまでご連絡ください。
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野焼きは法律により

禁止されています

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例（抜粋）

第２条（定義）

　１　この条例で「あき地」とは、宅地化された状態の土地であり、かつ、建物等の所在地周辺で現に人が使用してい

ない土地をいう。

　２　この条例で「危険状態」とは、雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのままで放置されているた

めに火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

第３条（所有者の責務）

　あき地の所有者又は管理者は、当該あき地が危険状態にならないように努めなければならない。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　行方警察署　TEL.７２-０１１０

あき地に繁茂した

雑草除去のお願い（環境課）

　あき地となっている土地に雑草が繁茂している場所が市内にたくさん

あります。雑草をそのまま放置しておくと、火災や犯罪の発生、交差点

の近くなどは、交通事故を引き起こす原因にもなります。

　あき地周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、土地所有者自身

の責任において雑草の除去を実施していただくようお願いいたします。

　当協議会は、平成10年の茨城・潮来にゆ

かりの深い水戸徳川家を題材にした大河ド

ラマ『徳川慶喜』放映を機に設立いたしま

した。

　市内に有する豊かな歴史や文化を、市民

をはじめ全国各地へ紹介して、潮来市のさ

らなるイメージアップを図り、新しい地域

づくりを担うべく存在として活動している

ところです。活発な事業展開を行うため会

員を募っております。詳しくは下記までお

問合せください。

○普通賛助会員費１口　　1,000円

○特別賛助会員費１口　 10,000円

みんなで考え、子どもたちに伝えよう！
「生活の力となる性教育」

第18回関東甲信越静性教育研究大会（茨城大会）のご案内

　情報化社会において、正しい性情報を選択し、子どもたちの成長過程

に役立てる能力を身につけるにはどうすればいいか、学校・家庭・地域

が連携して考えてみたいと思います。

日　　　程　10月26日（日）午前10時（受付９時30分）～午後４時

会　　　場　茨城県メディカルセンター講堂（水戸市笠原町４８９-４）

大会委員長　仲澤　進　（竜ヶ崎二高校長）

講　　　演　◎「学校での性に関する危機管理」

　　　　　　　　田能村　祐麒（全国性教育研究団体連絡協議会理事長）

　　　　　　◎「情報化社会と思春期問題」田村　毅（東京学芸大教授）

ランチョン　「日本・月経・よもやま話」～月経をポジティブに考えよう！～

セミナー　　松本清一（自治医科大学名誉教授）・家坂清子（ぐんま思春期研究会会長）

シンポジウム　「生活の力となる性教育とは」

主　　　催　関東甲信越静性教育研究団体連絡協議会・いばらき性教育研究会

後　　　援　茨城県・茨城県教育委員会　他

資　料　代　2,000円（学生1,000円）＊会場にお弁当と飲み物が用意してあります。

申 し 込 み　関東甲信越静性教育連絡協議会事務局　TEL.03-3987-3023

お 問 合 せ　E-mail　ibaraki20081026@yahoo.co.jp
　　　　　　または、FAX.029-305-7564 （氏名・住所・電話番号を明記のこと）

潮来歴史文化推進協議会
平成20年賛助会員募集

【お問合せ】
 潮来歴史文化推進協議会事務局
 （潮来市観光商工課内）
　　TEL.63－1111　内線241～245

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）

第５条（清潔の保持）

　土地又は建物の占有者（管理者）は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

三菱化学様、茨城大学などへも講師派遣中！
短期英会話　１０回コース　￥２０,０００
TOEIC １日体験講座 11/23（日）鹿嶋勤労文化会館にて行います

本校（柳川高校近く）・中央校（波崎）・日の出校（日の出小学校近く）

ご連絡先は全て

℡.0479-46-6660（月～金 14～20時）E-mail:yes@tiara.ocn.ne.jp
HP　http://www.yeseikaiwa.com 携帯サイト http://www.ccworld.jp/yeseng/

ＹＥＳ英会話
Since1988

幼児～一般・企業・大学
外国人＋日本人講師が教えます
目標を持ち、楽しく！
英会話・英検・TOEIC・中国語

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
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《申込締切日》　11月14日（金）消印有効

《お問合せ》　〒311-2495　潮来市牛堀17

　　　　　　　　潮来市教育委員会 生涯学習課内 水郷潮来クロスカントリー事務局

　　　　　　　　TEL.６４-２６１１（内線６４２ / ６４３）　FAX.６４-５９５９

　　　　　　　　※当日連絡先　上記TELにて　午前６時～７時30分の間、応対します。

水郷潮来クロスカントリー
参加者募集！

21

③

１．期　　日　　12月14日（日）　小雨決行【荒天の場合中止 態度決定 午前６時】

２．会　　場　　茨城県水郷県民の森　野外活動広場　（潮来市島須）

３．日　　程　　選手受付　午前８時～９時　　開会式　午前９時～

４．参加対象　　小学生以上のアマチュア競技者で健康に自信のある方

５．種　　目　　☆小学1・２・３・４年生 男子・女子の部（1000m）　　☆小学５・６年生 男子・女子の部（1600m）

　　　　　　　　☆中学生 男子・女子の部（3500m）　　　　　　　　　 ☆一般・高校生 男子・女子の部（7700m）

６．コ ー ス　　茨城県水郷県民の森　特設コース

７．参 加 費　　高校生以上一般 1,000円　　市外小・中学生 500円　　市内小・中学生 200円

　　　　　　　　※申込後の参加料はいかなる場合においても返金いたしませんのでご了承ください。

８．表　　彰　　全種目　　１～６位まで表彰

９．申込方法　　申込書に必要事項を記載のうえ、参加費を添えて、郵便振込にて申し込みください。

　　　　　　　　（当日参加受付はいたしません。当日支払いも無効です。）

　全国植樹祭が開催された水郷県民の森にクロスカントリー特設

コースを設け、水郷潮来クロスカントリーが開催されます。

　自然豊かな林間コースと県内唯一のクロスカントリーを、ぜひ

体験してください。

車でご来場・お帰りの際は、誘導員・誘導看板の案内に従ってください。

詳細につきましては、潮来市ホームページをご覧ください。

第１８回
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　10月１日（水）より、新ダイヤにて運行します。
１日４往復となりましたのでご注意ください。

　　　　　　　　　　これまで　　　10月1日から
１延方駅始発が　　午前８時30分 涯 午前９時
２最終延方駅着が　午後６時20分 涯 午後４時54分
※新しい時刻表は、道の駅いたこ情報棟にご用意して

あります。

ヘルスランドさくら 行き １ ２ ３ ４

延方駅 9:00 11:00 13:00 15:00

道の駅いたこ 9:06 11:06 13:06 15:06

水郷潮来バスターミナル 9:09 11:09 13:09 15:09

日の出中学校前 9:12 11:12 13:12 15:12

日の出８丁目 9:13 11:13 13:13 15:13

アイモア 9:16 11:16 13:16 15:16

潮来駅 9:18 11:18 13:18 15:18

セイミヤ潮来店 9:20 11:20 13:20 15:20

潮来公民館 9:21 11:21 13:21 15:21

大黒天 9:24 11:24 13:24 15:24

ふるさと館 9:25 11:25 13:25 15:25

かすみ保健福祉センター 9:30 11:30 13:30 15:30

図書館入口 9:34 11:34 13:34 15:34

永山交差点入口 9:36 11:36 13:36 15:36

ラ・ラ・ルー 9:38 11:38 13:38 15:38

牛堀公民館入口 9:40 11:40 13:40 15:40

堀之内 9:44 11:44 13:44 15:44

茂　木 9:46 11:46 13:46 15:46

県民の森 9:49 11:49 13:49 15:49

ヘルスランドさくら 9:54 11:54 13:54 15:54

延方駅　行き １ ２ ３ ４

ヘルスランドさくら 10:00 12:00 14:00 16:00

県民の森 10:05 12:05 14:05 16:05

茂　木 10:08 12:08 14:08 16:08

堀之内 10:10 12:10 14:10 16:10

牛堀公民館入口 10:14 12:14 14:14 16:14

ラ・ラ・ルー 10:16 12:16 14:16 16:16

永山交差点入口 10:18 12:18 14:18 16:18

図書館入口 10:20 12:20 14:20 16:20

かすみ保健福祉センター 10:24 12:24 14:24 16:24

ふるさと館 10:29 12:29 14:29 16:29

大黒天 10:30 12:30 14:30 16:30

潮来公民館 10:33 12:33 14:33 16:33

セイミヤ潮来店 10:34 12:34 14:34 16:34

潮来駅 10:36 12:36 14:36 16:36

アイモア 10:38 12:38 14:38 16:38

日の出８丁目 10:41 12:41 14:41 16:41

日の出中学校前 10:42 12:42 14:42 16:42

水郷潮来バスターミナル 10:45 12:45 14:45 16:45

道の駅いたこ 10:48 12:48 14:48 16:48

延方駅 10:54 12:54 14:54 16:54

○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

平成20年10月１日現在

※危険回避の為、ご希望の場所で乗降できない場合があります。ただし、ご希望に添

えるよう配慮します。

※交通状況が良好でも、ダイヤ通り運行できないがありますので、ご了承ください。

フリーライド方式によりバス停以外の場所にて乗降するためで、停車箇所が増える

ことによって、遅延が発生します。

道の駅いたこ 市内無料送迎バスあやめ号時刻表

道の駅いたこ
市内無料送迎バス ダイヤ改正
10月１日から運行時間が変更になりました

Ｈ20,10月
～

ダイヤ改正

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「広報いたこ」
「潮来市公式ホームページ」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



　あの安藤哲也さん

（ファザーリング・

ジャパン代表）が

12月６日（土）に潮来市へやってきます。

安藤パパの「パパの極意～仕事も育児も楽

しむ生き方」を聞いてみませんか。詳しく

は次月の「広報いたこ」でお知らせします。
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.68

【お問合せ】　潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１

VOL.68

みなさんは「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」という言葉をご存じですか？

自分らしく！
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

　ワーク・ライフ・バランスの課題の一つに「男性の働き方の見

直し」があります。「父親が変われば、家庭や企業、そして社会

が変わる～父親であることを楽しむ生き方」を提唱し父親支援事

業を展開しているNPO法人Fathering Japan（ファザーリング・

ジャパン）をご紹介します。

ファザーリング・ジャパン （ホームページ：http://www.fathering.jp）
　ミッションは、「よい父親」ではなく「笑っている父親」を増

やすこと。

　「子どもが生まれ、父親になったら、仕事も育児も両立しなが

ら楽しんで生きていきたい。」と考える若い世代の父親は増えて

いる。「Fathering」の理解・浸透こそが、「笑っている父親」を増

やし、ひいてはそれが働き方の見直し、企業の意識改革、社会不

安の解消、次世代の育成に繋がり、将来の日本社会に大きな変革

をもたらすということを信じ、さまざまな事業を展開しています。

・自治体や企業でのセミナーの開催

・パパ力（ぢから）検定

　（今年３月に第１回パパ力検定が実施され話題になりました！）

・父親支援に関するコンサルタント事業　　など

　仕事、子育てや介護といった家庭生活、ボランティア

やＰＴＡ活動などの地域活動、個人の趣味や休養時間を

自らが希望するバランスで展開できることです。

＊国では…今年を「仕事と生活の調和元年」と位
置づけて「カエル！ジャパン」キャ
ンペーンを展開しています。

詳しくはこちら↓
http://www8.cao.go.jp/wlb/
（仕事と生活の調和推進室ＨＰ）

＊潮来市では…ワーク・ライフ・バランス推進の
ための子育て支援策として、学
童保育やファミリーサポートセ
ンターを設置しています。

　内閣府が８月に実施した調査によると、「仕事」優先を理想

とする人はわずか２％なのにもかかわらず、現実に「仕事」

優先を余儀なくされている人は約50％となっており、理想と

現実の差が大きくなっています。ワーク・ライフ・バランス

を実現するためには、企業や事業主の理解と協力、国や自治

体の推進体制（＊）が重要です。そして、何より働いている

私たち一人ひとりのワーク・ライフ・バランスに対する理解

と意識改革が必要不可欠です。「自分が何を大切にして生きて

いるのか」一度考えてみませんか。

仕　事

家庭生活 健康・休養

学習・趣味等地域生活

様々な活動を

希望する

バランスで展開

○ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

○仕事と生活の調和（ワークライフバランス）

　ってなんだろう？

○働き方を変えてみよう！

安藤哲也さん

プロフィール
　大学卒業後、出版社・

ＩＴ企業などの転職を

経て2007年４月に父親

支援のＮＰＯ法人ファ

ザーリング・ジャパンを設立し代表理事に。

週末はパパ'S絵本プロジェクトのメンバー

として、また地元小学校のＰＴＡ会長も務め

る。著書に『パパの極意』（NHK出版）などが

ある。雑誌『日経kids+』にコラムを連載

中。３児のパパ。ロックと本とビールを愛す

る45歳。

パパ必見！
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

今月の本棚（11月）

悲劇の王妃マリー・アントワネット（1755年11月２日～1793年10月16日）

「ロココの花嫁マリー・アントワネット　ベルサイユへの旅路」「ルイ十七

世の謎と母マリー・アントワネット」「フランス革命　ヨーロッパ史入門」

「マリー・アントワネット　革命に散った悲劇の王妃」「ルイ十六世幽囚記」

「物語フランス革命史」「フランス革命期の公教育論」「フランス革命200年

の旅　絵で見るフランス革命名場面集」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

11
１日(土) １ばんげんき アニメ 子ども向け

９日(日) ＵＤＯＮ（うどん） 日本映画 ユースケ・サンタマリア／小西　真奈美 青少年・大人向け

15日(土) チキチキマシン猛レース／大熱戦３億円レース アニメ 子ども・青少年向け

23日(日) フラガール 日本映画 松雪　泰子／豊川　悦司 青少年・大人向け

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

　９月より、起業・創

業をするために参考と

なる資料や、就職情報、

医療・健康情報、ビジ

ネス関連雑誌を集めた

専用コーナーを新設し

ました。どうぞ、ご利

用ください。

広報いたこ 2008
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図書館員のおすすめ本　「法律」

「すぐに役立つ夫婦・親子の法律と手続きケース別文例57」

「よくわかる土地建物の法律　図解雑学」「高校生の民法」

「たそがれ法律相談　金と性のトラブルを円満解決」

「派遣・契約・パート社員の法律知識」「セクシャル・ハラス

メント法律相談」「近隣とのトラブルを解決する法律知識」

「熟年のための法律入門　相談・遺言から成年後見制度まで」

「外国人の法律相談チェックマニュアル」など

身近な法律の図書を集めました。知っておくと得しますよ。

トラブルでお困りのあなたも読んでみませんか。

11月は、「男女共同参画月間」です。それにあわせ、女性のチャレンジする姿を描いた「フラガール」を上映します。

読書週間　10月27日（文字活字文化の日）～11月９日

　　古典に親しむ会第２回「源氏物語を語る会」
（先着50名）

　日本が世界に誇る王朝文学、源氏物語千年紀を記念して、

「語る会」を開催します。講師とお茶を飲みながらの座談会

も用意しています。お申し込みは、図書館カウンター、電

話、FAXにて。（メール不可）

日　時　11月30日（日）午後１時30分～３時（視聴覚室）

　　　　テーマ「桐壺更衣にみる源氏物語の愛のゆくえ」

　　　　講　師　布浦　万代氏

　　　　（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」

　　源氏物語絵図展　 11月21日（金）～30日（日）

　「源氏物語を語る会」に寄せて、所蔵の絵図を公開

展示します。ぜひ、この機会にご覧ください。

　　県立図書館所蔵資料展

　　「水戸藩と市川勢の軌跡」
11月７日（金）～18日（火）

　戊辰戦争の際、水戸藩を脱した家老市川三左衛門を

中心とした保守門閥派（諸生派）の「市川勢」のた

どった（戦った）場所、建物等の写真を展示します。

　　大人のための朗読会
11月16日（日）午後１時30分～３時30分

　大人向けの朗読会です。中学生・高校生も歓迎しま

す。みなさんいっしょに、午後のひととき名作にひ

たってみませんか。（いたこおはなし会主催）

　新見南吉「うた時計」芥川龍之介「仙人」

　樋口一葉「たけくらべ」など

　　ブックリサイクルフェア
11月22日（土）～30日（日）

　みなさんからご寄贈いただいた本の中から、貸出し

用以外の本も有効に活用するため、読みたい方に提供

いたします。

11月２日（日）午後２時～２時30分
七五三のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

11月６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

11月８日（土）午後２時～２時30分
お仕事のおはなし
いたこおはなし会

11月20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

11月22日（土）午後２時～２時30分
てぶくろのおはなし
うしぼりおはなし会

おはなし会予定表
（２階：お話の部屋）

（　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

11月の図書館カレンダー

図書館の
　　　できごと
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1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H20.7月31日以前生）

（牛堀地区）＋当番医

仲沢医院563-2003

潮来市防災訓練
（大生原小学校）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.3月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.6月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.11月生）

ポリオ（か）
（H20.7月31日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（図）

＋当番医

常南医院563-1101

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H17.8月生）

子育て広場（図）子育て広場（中）

子育て広場（図）

文化の日

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
何でも育児相談
ポリオ（か）

（H20.7月31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）

ストレッチ体操（い）

November

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

振替休日勤労感謝の日

＋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）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.4月生）
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11
いきいき健康体操（か）

11月上旬に「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）が届かない
のですが？

年の途中から国民年金に加入した場合などは、翌年２月上旬に送付されます。

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）に記載されている月分
以外の保険料を20年中に納付した場合は申告できますか？

20年分として申告できます。ハガキに記載されている保険料額に後から納付し
た保険料額を合算して申告してください。なお、後から納付した保険料分の
「領収証書」も添付する必要があります。

家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となりますか？

世帯主又は配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した
方がその保険料を申告することができます。

　【お問合せ】社会保険庁控除証明書専用ダイヤル　TEL.０５７０-０７０-１１７
　　　　　　　ＩＰ電話受電用　　　　　　　　　　TEL.０３-６７４８-８８８２
　 受付期間　平成20年11月１日～平成21年３月13日　平日 午前９時～午後５時

◎国民年金保険料は納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象と
なります。

◎申告する場合は「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書の添付等が必要とな
ります。「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）は11月上旬に社
会保険庁から送付されますので、申告の際まで大切に保管してください。

A

Q

A

Q

A
Q

郷土芸能の祭典
（潮来一中）

市民文化祭

市民文化祭



第１部：稲刈り体験

第２部：潮来あやめちゃん披露宴

　９月21日（日）、堀之内地内ほ場・牛

堀公民館において、潮来産コシヒカリ

『潮来あやめちゃん』の稲刈り体験及び

披露宴が行われました。

　稲刈り体験には、５月に行われた「田植え交流会」に参加した東京都内の米の卸業者・

米穀店の皆さんや一般消費者、日の出小学校５年生の子ども達などが参加し、鎌を使いな

がら稲刈り作業をしました。

　また、披露宴では、潮来市大規模稲作研究会 森内会長からこだわりの米づくりについて

説明いただき、みんなで『潮来あやめちゃん』を使ったおにぎりなどを試食しました。

　参加した方々からは「自分で植えた苗が、大きくなっていてびっくりした」、「塩味だけ

のおにぎりがこんなに美味しいとは思わなかった」など、様々な感想がありました。

人口のうごき 10月１日現在
（ ）内は前月比
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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

10,668世帯（＋18）15,698人15,314人 （－ 3）（＋ 2）31,012人（－ 1）

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

第１部：稲刈り体験

第２部：潮来あやめちゃん披露宴

　『潮来あやめちゃん』は、潮来市大規模稲作研究会（森内泰男会長）が、牛ふん堆肥を

使用したり、農薬を減らすなど一定の栽培基準により作ったお米で、今年３月に商標登録

されたものです。今後は、食味値（※）により、①「箱入り娘」（食味値85以上）②「ふっ

くら娘」（食味値80～84）、③「はっちゃき娘」（食味値75～79）の３種類に分けて、地域オ

リジナル米（ブランド米）として販売していく予定です。

※食味値とは、お米のおいしさを計測する「食味計」により算定されたものです。

日の出小５年生のみなさん

都内から参加されたみなさん

　釜戸で炊いたお米で
　おにぎりをつくりました

みんなでおいしいおにぎり
を試食しました

田市長より「潮来あやめちゃん」
の販売戦略についてなど 披露宴会場

潮来のおいしいお米

できました


