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　１月11日（日）に中央公民館で開催される「新成人の集い」を前に、今年成人式
を迎える皆さんにお集まりいただき、 田市長を囲んで、夢や市政について語って
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◎川﨑　瑞穂さん

（千葉大学

　看護学部看護学科）

◎平塚　崇裕さん

（成城大学

　経済学部経済学科）

◎青木　友美さん

（土浦協同病院

　付属看護専門学校）

◎粉名内静雄さん

（サントックス

　　　株式会社勤務）

◎藤﨑　剛さん

（東京電機大学

　工学部情報通信工学科）

◎倉持　理恵さん

（潮来眼科

　　クリニック勤務）

～市長と新成人との座談会～
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【施設の概要】
　前川水門の上流西側に設置する吸水

槽から前川の水を吸い込み、地中に埋

められた配管を通って、常陸利根川の

水面下から放流します。

　水郷潮来の観光拠点に位置すること

から、構造物の露出部分を極力少なく

して景観に配慮するとともに、稼働に

よる騒音・震動・排気ガス等に考慮し

て、自家発電設備を約300ｍ離れた場

所に分離して設置します。

　災害時には、１秒間に約７.２トン

の水を放流します。
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平成１６年１０月

床上浸水　　１棟

床下浸水　２０棟

浸水面積　１８ha

平成３年１０月

床上浸水　　２棟

床下浸水　２１棟

浸水面積　２６ha

機場部

　ポンプ容量：７.２ｍ３／秒

　ポンプ形式：水中ポンプ

　駆 動 方 式：電動機（７５ｋｗ）

　吐　出　管：φ700mm×７本

自家発電機部

　３７５ｋＶＡ×２台

　駆動方式　ディーゼルＥ

前川の近年の水害

排水機場配管部 排水機場吸水槽部

前川あやめ園

―　設　置　位　置　―

排水機場操作室建屋部

前川水門

送電線（地中埋設）

前川排水機場

自家発電設備

排水機場吐出部 噴水施設設置箇所

常陸利根川（北利根川）

灰
前
川
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噴水設置
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噴水施設概要

　潮来市では、「前川排水機場」の建設にあわせ、新たな観光

ポイントを創造することで、観光客を呼び込み、また、地域

住民の憩いの場とすることを目的に、景観に配慮した外灯や

噴水を整備します。

◎噴水施設整備のコンセプトは…“楽しい”
　噴水施設を設置することで、下記のような効果が期待でき

ます。

・子ども達がふれて楽しむことが出来る施設を造ることで、

家族連れの観光客が来ることが期待できます。

・楽しい施設とすることでリピーターが期待できます。

・潮来駅～あやめ園、噴水施設、観光船乗り場の動線が強化

され、観光施設の相乗効果が期待できます。

・観光客だけでなく、地域住民の憩いの場となります。

◎前川周辺景観整備事業
【総事業費】４,９３０万円（うち2,100万円は（財）地域活性化セ

　　　　　　　ンター助成金（宝くじ）の交付を受ける予定です。）

　　　　　【お問合せ】国土交通省霞ヶ浦河川事務所　潮来出張所　TEL.６２-２１７６
　　　　　　　　　　　潮来市企画財政課　TEL.６３-１１１１　内線２１６

整備内容

・延　　長　約130ｍ

・設置基数　21基

『子供達が楽しく遊び、地域住民や観光客も

　楽しめて、リピーターを呼び込める空間づくり』

新たな観光ポイントを整備します
～前川周辺景観整備事業～

外灯整備位置

イメージ図

①集束タイプ（なまず等の口から噴出）

②モニュメント（集束タイプ噴水照明）

③水回収溝

④鯉のオブジェ（男女がKiss、口元はハート型）

⑤霧タイプ＋集束タイプ

（溝の口元より噴出、集束タイプ噴水照明付）

⑥霧の滝

（鯉の口から噴水が出るときは滝が割れる）

⑦霧タイプ（上方　不規則）

⑧ポップアップ噴水（３本）

⑨壁面埋込照明（９本）

噴水設置前

噴水設置後

整備予定のガーデンライト
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メルボルン市へ
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　中学生海外派遣研修事業は、郷土の未来を担う中学生を海外に派遣し、日本とは異なる文化や風土にふれ、その

国での生活を通して国際感覚を養い、広い視野をもって郷土の発展に貢献できる人材を育むことを目的に実施され

今年度で７回目となります。

　今回は10月12日から19日までの８日間、18名の中学生が参加し、オーストラリア メルボルン市のフッツクレイシ

ティーカレッジでの交流・ホームステイを中心に、アボリジニ文化や自然環境について体験学習を行いました。

　12月２日には市立図書館において、 田市長や関係者等が参加し報告会が開催され、研修の成果を報告しました。

※フッツクレイシティーカレッジ

　 公立セカンダリー（中高一貫）校で、

　 男女共学、生徒数約1,000人の学校

第７回潮来市中学生海外派遣研修事業

日　程 研修内容 宿泊先

10/12

中央公民館出発（バスにて成田へ）

空路　オーストラリアへ

専用車にてホテルへ

ホテル

10/13
市内視察研修（ガイド付専用車）

終了後ホテルへ
ホテル

10/14

専用車にて学校へ

現地校にて研修

（歓迎会、オリエンテーション等）

学校周辺地域散策　等

ホストファミリー宅

10/15

現地校にて研修

・授業体験等現地生徒との交流

・英語レッスン等

ホストファミリー宅

10/16 アボリジニ文化について ホストファミリー宅

10/17

現地校にて研修

・授業体験等現地生徒との交流

・英語レッスン等

・ホストファミリーと一緒に「さよな

らパーティー」

ホストファミリー宅

10/18
オーストラリアの環境、野生動物につ

いて学習
ホテル

10/19
空路　成田へ 

成田空港着（バスにて中央公民館へ）

～研修日程表～

メルボルン市へオーストラリア

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94



9

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

参加者から一言～報告会にて～
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ
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新春号 Vol.94

　水郷三都観光推進協議会（潮来市・鹿嶋市・香取市で構
成）では、11月28日～12月1日の4日間、台湾の旅行会社の
方々をお招きし「水郷三都」をご案内しました。
　訪日旅行者の多い台湾の旅行会社の方々に「水郷三都」
地域を紹介することで、台湾から多くの観光客に来ていた
だく事を目的に行われ、潮来市では11月30日から12月１日
にかけて、道の駅いたこ・酒造見学・夕陽クルーズ・地域
伝統芸能披露・十二橋めぐり・
長勝寺見学・川魚料理の食事・
ショッピングへご案内しまし
た。最後に設けた意見交換会で
は、台湾の旅行会社の方々から
様々な意見をお聞きしました。

外国人が訪れやすい“潮来”を目指して

　11月26日（水）、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「第六回連合会長杯グラウンドゴルフ大
会」（団体戦）が開催されました。当日は好天のもと、84チー
ム、252名の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。

第六回連合会長杯グラウンドゴルフ大会

　12月２日（火）、大好き　いばらき　県民会議が主催する、
花と緑の環境美化コンクールの表彰式が県市町村会館で行わ
れ、潮来市からは『潮来市ボランティアグループ新世紀』『大
塚野新生会』が表彰されました。受賞団体の方々は、花壇の
手入れ、水かけ等を協力しあいながら花いっぱい運動に積極
的に取り組み、優しさとふれあいのある地域づくりに貢献し
ていることが高く評価されました。

第３６回 花と緑の環境美化コンクール
受賞おめでとうございます

◎茨城県議会議長賞
【フラワーロードの部】
　潮来市ボランティアグルー
プ新世紀

◎茨城県花き園芸協会長賞
【地域の部】
　大塚野新生会

　また、平成20年度花いっぱい運
動定着化促進事業支援団体とし
て、『ボランティアグループ和楽
寿会』が認定されました。
　この事業は、花いっぱい運動に
継続して取り組んでいる、または
取り組もうとしている団体等に対
して、支援を行うことで、さらに定着し発展していくきっか
けづくりとして実施されているものです。

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　西永山永友会　 第３位　赤須老人クラブ

　９月20日（土）、茨城県立図書館において、
大好きいばらき動物愛護フェスティバル2008 
動物愛護功労者表彰が行われ、塚本俊一さん
（塚本動物病院院長）が平成20年度 動物愛
護功労者として、茨城県動物指導センター長より表彰されま
した。今回の表彰は、動物愛護実践者としての行動と県動物
愛護管理行政の推進に多大な貢献をされたことが認められた
ものです。おめでとうございます。

動物愛護功労者表彰

（受賞の内容）
◎藤島一郎さん　いばらき緑の文化賞（茨城県知事賞）
◎大生原小学校緑の少年団　緑の少年団活動コンクール
　（茨城県知事賞）
◎内野龍希さん　国土緑化運動・育樹運動標語コンクール
　（茨城県教育委員会教育長賞）
　受賞作品「木はいのち　地球をはぐくむ　たからもの」

　11月22日（土）、茨城県三の丸
庁舎広場において、いばらき森
林の感謝祭が開催され、潮来市
から藤島一郎さんが「いばらき
緑の文化賞」を受賞し、茨城県
知事より表彰されました。
　藤島さんは、昭和50年に鹿行地域で初めての緑の少年
団である「潮来町緑を守る少年隊」を設立し、以来28年
間隊長を務め、地域の緑化活動などに取り組みました。
特に、大生原地区に自然にふれあうことのできる身近な体
験の場として「子どもの森」の開園に尽力されました。
　また林業関係各種コンクールで、大生原小学校緑の少
年団、内野龍希さん（牛堀小学校）が表彰されました。

いばらき緑の文化賞受賞

　11月23日（日）、潮音寺（日の
出）において、日の出区民など約
150名が参加し、浪逆芸座連設立
20周年記念行事が開催されまし
た。浪逆芸座連（杉本俊一芸座
長）は、日の出区祇園祭において
毎年山車の上で潮来囃子を演奏す

るだけでなく、市内の老人福祉施設、道の駅いたこ、前川
あやめ園等でのボランティア演奏や、先日の国民文化祭で
は潮来踊りの演奏を担当しました。これらの活発な活動
に、式典当日には、潮来市長より感謝状が贈呈されました。
　浪逆芸座連では、「今後も、日の出祇園祭の基本である
“住民との融和、子供たちの故郷作り”を尊重し、祭礼や
ボランティア演奏など、さらに充実させ芸座の技術の向上
に努力していきたいと思います」と話していました。

浪逆芸座連
設立２０周年記念行事開催

優勝：新町あけぼのクラブ 準優勝：西永山永友会　第３位：赤須老人クラブ
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　12月２日（火）、潮来市仏教会より、「第26
回歳末助け合い托鉢」により集まった募金
103,775円の寄付をいただきました。
　お預かりしたお金は、潮来市社会福祉協議
会で活用させていただきます。ありがとうございました。

歳末助け合い托
たく

鉢
はつ

募金

　12月９日（火）、水戸ヤクルト販売株
式会社（大関康男代表取締役社長）よ
り、福祉ヤクルトの売り上げから、子ど
も用の車椅子１台の寄付をいただきまし
た。今回頂いた車椅子は、潮来市社会福
祉協議会で大切に活用させて頂きます。
ありがとうございました。

（１/31に開催される「潮来市社会福祉大会」（中央公民館）
において贈呈式が行われる予定です。）

子ども用の車椅子を頂きました

　12月10日（水）、東京電力㈱より、防犯灯10基の寄付を頂き
ました。頂いた防犯灯は、市内の防犯、安心安全のために活
用させていただきます。ありがとうございました。

ありがとうございました

　潮来市更生保護女性会　
　平成20年度 愛の募金の総額は、328,300円です。
　更生保護女性会は、ミニ集会の開催や、子育て支援、防犯
活動、更生保護施設等への訪問、関係機関団体との協力連携
によるボランティア活動と、更生保護の心を人々に広めてい
くための活動をしております。
　なお、みなさまからの浄財は、茨城県更生保護女性連盟よ
り、県内各施設へ寄贈しております。

ご協力ありがとうございました

金塚　清一 うるち米60キロ
　　　　　　 もち米90キロ
潮来市仏教会一同　103,775円
株式会社鹿島フード　20,000円
水戸ヤクルト販売株式会社
　　　子ども用車椅子１台

潮来市立図書館　　7,170円
匿　名　　　　　　2,000円

潮来グリーンランドゴルフ練習場
　　　　　　　　54,500円

鹿島アントラーズ選手会　106,600円
延方幼稚園　 24,370円
うしぼり幼稚園 　19,292円
潮来保育所 　7,200円
大洲保育所 　7,532円
税理士法人椎名会計　254,678円
菅沢　静男 2,767円
善意の箱 　1,235円

　12月13日（土）、市民ボラン
ティア約200人が集まり、稲荷山
公園再生のため間伐や枝払い・
枯れ葉集積作業などを行いまし
た。今回は、潮来一中の生徒約
100人も再生活動に参加し熱心に
作業をしました。
　また、潮来小、潮来一中の保
護者の方々が、集積した枯れ
葉・枝などを利用し、焼き芋づ
くりを行いました。

稲荷山公園再生活動
“みんなの手で、森を再生しよう”

　11月30日（日）、「潮来をもっと元気あふれるまちにしよう！」
という方々で結成した「潮来応援団」（団長 田 千春市長）
では、きれいな水郷をめざし前川周辺の清掃を行いまし
た。当日は、応援団員をはじめ、潮来ライオンズクラブや
潮来市商工会青年部、国土交通省関係者など約40名が参加
し、前川沿いのゴミ拾いや櫓舟を使って前川に捨てられた
ゴミを回収しました。応援団長でもある 田市長は、当日
参加された皆さんに「潮来応援団の輪を広げ、もっと潮来
を元気にする活動をしていきたい。今後ともご協力をお願い
します」と話しました。
（潮来応援団ホームページ
　http://www.city.itako.ibaraki.jp/ouendan/）

きれいな水郷プロジェクト
～潮来応援団～

　11月30日（日）、前川あやめ園において、市民あやめ園
整備事業が行われました。昨年７月末に植栽された花菖蒲

は今年のあやめまつり
大会に向けて順調に
育っており、当日は31
団体と個人参加者あわ
せて約200名の参加者に
市民あやめ園の草抜き
をしていただきまし
た。次回は３月頃を予
定しています。

市民が誇れる観光地を目指して
市民あやめ園整備事業

　12月９日（火）、株式会社鹿島フード（額
賀勝男代表取締役社長）より、11月に本市で
開催された国民文化祭の際に出店した際の売
り上げのなかから、「福祉向上に役立ててくださ
い」と、20,000円の寄付をいただきました。
　お預かりしたお金は、潮来市社会福祉協議
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。

ありがとうございました

善意銀行（12月分・敬称略）
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《広　告》《広　告》

『平成20年度
  市税等滞納整理強化期間』実施中！

　市では現在、「潮来市市税等滞納整理推進本部」を設置し、３月３日（火）まで『市税等滞納整理強化期間』を

実施しています。市税等の滞納者を対象に、滞納整理強化を集中的に取り組んでおりますので、納付期限が経過

した税金の納付が済んでいない方は、急ぎ納付をお願いいたします。

　今回は、国民健康保険税についてお知らせします。

国民健康保険税は誰が納めるの？

　国保では、赤ちゃんからお年寄りまで加入する一人ひとりが被保険者とな

り、各世帯の世帯主がまとめて納めることになります。

※擬制世帯主

　世帯主が職場等の健康保険に加入している場合でも、家族に国保の加入者

がいれば納付の義務者は世帯主となります。これを擬制世帯主といいます。

保険税を滞納するとこんなことに…！
　通常は４月から翌年３月までの１年間有効の保険証が交付

されますが、滞納者には有効期限の短い『短期保険証』や保

険証の代わりに『被保険者資格証明書』が交付されます。

　また、国保の給付（療養費、高額療養費、出産育児一時

金、葬祭費など）の全部または一部が滞納している保険税に

充当されることになります。

　※このほかに、財産の差押などの滞納処分を行う場合があ

ります。

　☆納期限内に納められないときには早めに納税相談を！

　保険税を滞納している方に交付される有効期限の短い

保険証です。国保の給付を受けることは出来ますが、更

新ごとに納税相談や保険税の納付を求められることにな

ります。

第５期 第６期

国民健康

保 険 税

２月２日

（月）

３月２日

（月）

お手元の納付書を

　　　　確認してください！

忘れずに納付をお願いします！
●世帯主が納付の義務者

●『短期保険証』とは…

潮来市収税状況 年度別推移表

●『被保険者資格証明書』とは…

　１年以上滞納が続いた場合に、保険証の代わりに交付

されるものです。『被保険者資格証明書』は被保険者の資

格があることを証明するだけで、お医者さんにかかると

きは、いったん全額自己負担となります。

　※保険税が完納されると認められる場合には保険証ま

たは『短期保険証』が交付されます。

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

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 2009
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（市民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税）
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【お問合せ】潮来市収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１３０

第６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。

　　先日、生命保険の差押調書が郵送されてきました。私が同意して
いないにもかかわらず市は差押えすることができるのでしょうか？

　　滞納者の同意を得ずに差押えは可能であり、違法ではありま
せん。厳しい経済状況の中、ほとんどの市民の方が納期内に納付
してます。年14.6％の延滞金を徴収するのも、滞納処分をするの
も、「払わないほうが得」にならないためです。そのため、地方
税法では、「差押えしなければならない」と定められ、市役所徴
税吏員は、税務署と同じように裁判所の判決がなくても差押えが
できるのです。
　差押えすると、市役所へ怒って来る方もいますが、９割を超え
る納税者は、きちんと納付されており、そのような皆さんから
「払わない人からちゃんと取れ！」と言われるほうが厳しいもの
です。財産があるのに滞納しているのは納税者にとって不公平で
すし、差押えについては納税通知書、督促状、催告書に書いてあ
りますので、あらためて事前通知はいたしません。
　…とはいえ、差押えにいたるまでに、なんとか自主納付してい
ただきたい、と言うのが本音です。

　　他に借金があるせいで税金が払えません。

　　借金は自己破産などで整理できる可能性がありますが、税金
は「払わずに済ます」ことはできず、支払うことでしか解決しま
せん。決して税金の支払いを後回しにすることのないようお願い
します。
　ところで、借金の利息に上限（利息制限法の上限金利）があるのは
ご存知ですか？もしもあなたが借金を何年も払い続けているのな
ら、利息を多く払いすぎた状態（支払う義務のないお金：過払い金）
になっている可能性があります。法律家（弁護士・司法書士）に相談
すれば、多重債務整理のゴールがぐっと近づくかもしれません。
　法律家への相談は原則有料ですが、市内・県内各所で無料相談
会などが開かれる場合がありますので、一度問い合わせてみては
いかがでしょうか。

A
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、潮来市のホームページでも見ることができます。

《広　告》

　最終回となる今号では「借金があるせいで税金が払えな
い」と「自分が同意していない差押について」、「競売と公
売」についてお知らせします。

　　競売や公売とはどのようなものですか？

　　競売…民間の債権者が裁判所に申し立てて行われるもの。
　　公売…国や地方自治体が税等の滞納処分で独自に行うもの

で、裁判所への申立や許可などは必要ありません。
国や地方自治体が滞納処分によって差押えた財産（不
動産、自動車、テレビなど）を強制的に売却し、その
代金を滞納している税金に充てることをいいます。

《広　告》

A

Q

A
Q

□公売日時　平成21年３月３日（火）　午後１時から

□場　　所　茨城県行方合同庁舎２階　大会議室

　　　　　　（行方市麻生1700番地６）

（今回の公売は、潮来市以外にも行方市、鉾田市、鹿嶋市

が参加する合同公売です。）

※注意事項
○売却区分「潮08－２」の公売参加には、公売日に潮来市

農業委員会の発行する「買受適格証明書」の提出が必要

となります。手続きについては、潮来市農業委員会事務

局へお問合せください。

　（潮来市農業委員会　TEL.63-1111　内線271・273）

○公売には、原則として定められた公売保証金を納付すれ

ば、どなたでも参加することができます。ただし、買受

人の制限（国税徴収法第92条）、公売実施の適正化のた

めの措置（国税徴収法第108条）等、買受人となること

ができない方は参加できません。

○潮来市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの

登記は行いますが、物件引渡の義務は負いません。物件

内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全

て買受人自身で行っていただきます。また、隣地との境

界は買受人と隣地所有者で協議してください。

○公売日直前に、滞納税の完納などで公売が中止になる場

合があります。

売却区分 財産の表示・見積価額・公売保証金額

潮08－１
潮来市日の出２丁目16番24　宅地（現況　宅地）165.29㎡

・見積価額1,600,000円（公売保証金額160,000円）

潮08－２

潮来市辻字中辻299番117　畑（現況　宅地）31㎡

潮来市辻字中辻299番118　畑（現況　宅地）80㎡

潮来市辻字中辻299番123　宅地（現況　宅地）15.93㎡

・見積価額550,000円（公売保証金額60,000円）

のお知らせ
　潮来市では、市税滞納者から差し押さえた不動産につい

て、入札による公売を次のとおり実施します。参加を希望

する方は、潮来市役所本庁及び牛堀出張所にある「公売広

報」をご確認ください。また郵送をご希望の場合は潮来市

収税課までご連絡ください。

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

指導者　大川　英世・指導料　１か月　5,000円（入会費なし）

曜日時間 対象 火 水 木

18：30～19：15 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年（入試対策）

20：30～21：20 高校２・３年（応用） 高校１・２年（標準） 高校２・３年（発展）

（いつでも高校・大学受験相談に応じます）

●通信添削部（http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）

☆通学学習部（毎年５月・６月実施）（人数に制限あり。早めの予約が必要）

大 川 英 語 教 室
教職教養 通信添削教室

教員志望の皆さんを応援します！

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 料 全費用　５,０００円（問題郵送料を含む）ていねいにわかりやすく指導。

英語を教えることが大好きです！

学生服・トレーニングウェア取扱いご案内

清見屋洋品店 潮来市七軒町
TEL 62-2135

潮来小・津知小・日の出小
潮来一中・潮来二中・日の出中

麻生高校
（鹿島高校・鉾田一高・佐原高は男子のみ取扱い有）

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94
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《広　告》

26

17

23

31

21

2520

【お問合せ】潮来市総務課　人事行政グループ　TEL.63-1111　内線222・223

潮来市役所

担当課において

④選考審査

（面接・書類審査など）

②　　登　　録

Ａ　課 Ｂ　課

③登録者の中から人材検索

Ｃ　課

⑤雇用通知書
（採用された場合）

①　提　　出

登録から採用まで
平成21年度

《広　告》

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

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94
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　第８回の潮来市社会福祉大会を下記により開催します。特に本年は、一般参加者を広く呼びかけるため、さまざまなアトラク
ションを企画しました。ぜひ、市民の皆様の参加をお願いします。

式　典　午前９時30分～

アトラクション（講演）午前10時30分～

《講師》福田　健（たけし）先生
　　　　（話し方研究所　所長）
《演題》「福祉における上手な聞き方・話し方」
　福祉にたずさわる者にとって人とのコミュニケー
ションは重要な役割があります。上手な傾聴の仕方を
含めて、わかりやすく講演をしていただきます。

大　会　日　程

　嫁入り舟は、水郷潮来のあやめまつりを盛り上げているイ

ベントのひとつ。白無垢姿になって、あやめの花の中を歩

き、手こぎの舟でゆく、花嫁さんになってみませんか。

【と　　き】平成21年のあやめまつり期間中（5/23～6/28）の

　　　　　　土曜日　午前11時・午後２時・午後８時

　　　　　　日曜日　午前11時・午後２時

【応募条件】①平成21年４月１日現在　満18歳以上の方　

　　　　　　②各種取材やＰＲに対応できる方

【費　　用】交通費及び支度代は個人負担となります。

　　　　　　※花嫁さんには、「お祝い金」として１万円を支

給します。

【応募方法】指定の応募用紙に記入して、応募先に持参又は

郵送してください。

　　　　　　（本人・仲人（２名）を含め３名１組で応募のこ

と。）

　　　　　　応募用紙は市役所・牛堀出張所・各地区公民館

窓口又は潮来市ホームページからプリントでき

ます。

【募集締切】２月２７日（金）

※詳しくは下記までお問合せください。

　講師の倉田さんは、８ヵ月の未熟児で生まれ、全面介添え

を要する重度肢体不自由ですが、全国各地で講演、トーク

ショーを行っています。また、足の指でホームページを作成

し「誰でもつかえるホームページコンテスト」(千葉県庁主催)

で受賞するなど、様々な分野で“自由に”活動しています。

　倉田さんの講演を聞いて心を笑顔（幸せ街）にしてください！

日　時　２月13日（金）午前10時～11時30分

場　所　かすみ保健福祉センター（定員100名）

内　容　講　師　　倉田　知典氏

　　　　（著　書　「心からのメッセージ」他）

　　　　テーマ…「心のハーモニーとは」

倉田さんから一言
　私は見かけは不自由ですが「心は自由」で
す。様々な立場の皆さんの心を笑顔（幸せ）に
して行くことが私の目標です。会場の皆さんと
楽しく対話しながら講演を致します。

倉田　知典さん ホームページ
http://www.skz.or.jp/taiwa/top.htm

☆先着順となりますので、参加を希望される方は下記までご

連絡ください。

～舟で嫁ぐ幸せをあなたに～

その他

◎福祉機器展（中央公民館　和室）
介護や障がい者のための最新福祉機器を展示し
ます。

◎豚汁・おにぎりの配布サービス（会場内）
昼食時に無料の豚汁・おにぎりの配布サービス
を行います。お気軽にご来場ください。

《入　　場》　無　料

《主　　催》　社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会

【お問合せ】社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会　TEL.６３-１２９６

平成20年度

潮来市社会福祉大会を開催します

【お申込み・お問合せ】
　〒311-2493　潮来市辻626
　潮来市観光商工課「嫁入り舟の花嫁さん」募集係
　TEL.６３-１１１１　内線２４３

嫁入り舟の花嫁さん募集 「見かけは不自由『心は自由』」
講　演「心のハーモニーとは」
潮来市介護予防講演会・介護者教室合同開催

【お申込み・お問合せ】
　潮来市介護福祉課　TEL.63-1111   内線390
　高齢者総合相談センターあやめ　TEL.80-2223
　高齢者総合相談センター福楽園　TEL.64-6767

月夜の水鏡にうつる花嫁も募集

「みんなで

　めざそう福祉の輪」

《広　告》

OPEN!!３ヶ月で10㎏減!!
私の人生変わりました。

効果には個人差があり
 ます

リニューアル

次の理念を掲げています。

「あなたの減量成功が私達の仕事で
す。あなたの幸せが私達の目標です。」

家族で営む耳つぼ専門店。
ためしてみませんか？
お気軽にお電話下さい。

日本痩身医学協会会員
ヘルシー耳つぼ
ダイエットサロン

不定休 ９：３０～１９：００（時間外応相談）

無料カウンセリング予約受付中！

施術料　１回当たり2,000円

50120-417
よ い な

-332
み み つ ぼ

潮来市牛堀、北利根川のほとりに
オープン１年の

話題の耳つぼダイエットサロン!!

潮来市牛堀44

さよなら！メタボリック症候群

耳つぼダイエット

ヘルシー

OPEN!!
概
(       )

リフレッシュ○中高年の方で肥満や体調不良でお悩みの方
○今までに減量に失敗した方、諦めている方
○真剣に痩せたい方

オーナー自身の写真・
３ヶ月の結果です涯

広報いたこ 2009
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《期　　日》１月31日（土）　午前９時30分～12時30分　《会　　場》潮来市立中央公民館　大ホール他



　職業は？と聞くと「一番難しい質問ですね。画家でもないし…

“絵描きさん”かな？私は自由にお絵かきをしているだけなんで

すよ（笑）」と、人なつこく話してくれたKOZU.さん。

　現在、潮来を拠点として、現代美術の芸術活動のひとつ「ポッ

プアート」と呼ばれる作品（絵）を制作しています。昨年11月に

は潮来ふるさと館で『「MY ROOM」アトリエ展（個展）』を開催し、また、同じく潮来で活動する陶芸家平松祐子さん

と「home～陶・絵二人展」を鹿嶋市で開催し、話題となりました。

　KOZU.さんの描いた作品は、見ているだけで楽しくて優しい気持ちにさせてくれます。それもそのはず、彼女の作品に

込められた思いを聞いてみると「そんなにたいそうな思いはないけれど、思わずプッと笑える作品、忙しい日常の中で気

が張っていた気持ちがフッとゆるむような、ほどけていくような感じを見た人に感じ取ってもらえる作品をつくりたいと

思っています」と照れくさそうに話してくれました。

　そんなKOZU.さんが、いつ頃から“絵描きさん”を志したかというと、「学生時代には、特に先生から絵を褒められた

ことはなかったので、（今の自分は）想像していませんでしたよ。特に20代の頃は、自分らしさとか、大人になるという

意味がわからなくて悩み迷い、それを理解するために、とにかくいろいろなことをやっていました。その時に、そんな今

の自分の気持ちを忘れないようにノートに書き留めていた

のですが、ある時、自主出版でもしてみようと出版社へ問

い合わせたら、半年後には全国出版されることになってし

まって…。その本に自分で描いたイラストを入れたかった

のですが実現せず、その悔しさから本腰を入れて絵を描く

ようになりました」とのこと。

　その後、KOZU.さんの描く作品は数々のコンクールに入

賞し、現在の活動につながっています。そして、抱えてい

た悩みは、いい自分も悪い自分も受け入れるKOZU.流の

「大人のなり方」が解決してくれました。

　潮来で活動する理由を聞くと「地元…潮来が大好きなん

です。いろいろな人と関わり合いながら、気取らずに創作

活動を続けたいと思っています。水郷の自然の中でのびの

びと大きな作品を作れるのもいいですよ」と話してくれま

した。

　KOZU.さんの今後のご活躍を期待しています。

16

People
市内で活躍する若手アーティストKOZU

コ ズ

.さん

みなさんご存じですか？

とてもほのぼのとした作品をつくる彼女に、

お話をお聞きしました。

クローズアップ People

本　名：大崎こず恵　　潮来市牛堀在住

２００５年５月

　「君が話してくれた事（文芸社）」出版

２００６年

　ＫＦＳアートコンテスト上位入選

　ＫＦＳコミックイラストグランプリ入選

２００７年

　ＫＦＳアートコンテスト２作品入選

その他

　２００７年よりデザインフェスタに参加

　絵の他に、家具や小物なども制作

潮来をイメージして描いた「あやめ」

KOZU. プロフィール

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94

KOZU.さんの制作した家具。見ているだけで楽しくなります。

（撮影場所「水郷県民の森」）
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　平成21・22年度から、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等の申請は、従来の申請方法とは異なり、茨城県
及び県内参加市町村による共同受付を行います。共同受付のため、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等の受
付は市窓口では行いませんのでご注意ください。

茨城県の申請ホームページはこちらから
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class01/2122teikiuketuke/2122teikiuketuke_info.htm

　「建設工事」を申請する場合、平成20年４月１日以降に経営事項審査（再審査を含む）を受けた結果通知書を添付してくだ
さい。なお、平成20年３月31日以前に経営事項審査を受けた結果通知書では受付できませんので、ご注意ください。

　１月13日から２月６日まで（土・日・祝日を除く）
　※今回、共同受付参加のため、例年より受付期間が早くなっておりますのでご注意ください。

申請区分 方　法 場　所

建設工事
電子申請（県共同受付センター）

詳細は茨城県のホームページを

参照ください測量・建設コンサルタント業務等

申請区分 方　法 場　所

物品購入・役務提供等 持参のみ 潮来市役所総務課

綴込

順序
提出・添付書類 様式記入要領等

１ 入札参加資格審査申請書 潮来市ホームページよりダウンロード

２ 許可証明書の写し 認可許可を受けている場合のみ添付

３ 登記簿謄本又は身分証明書
法人の場合は登記簿謄本　（写し可）

個人にあっては身分証明書（写し可）

４ 営業所一覧表 所管営業所にアンダーラインを引く（赤）

５ 納入実績（直前２年間の実績） 申請書の様式による

６

完納証明書（写し可）

（直前１年間の完納証明書）

※（潮来市に納税義務のある者は、潮

来市の完納証明書を添付すること。）

・[法人] 法人市民税、固定資産税、

　　　　 軽自動車税

・[個人] 市県民税、固定資産税、

　　　　 軽自動車税

・国税

［法人］法人税、消費税及び地方消費税

　　　　（その３の３・未納のない証明）

［個人］所得税、消費税及び地方消費税

　　　　（その３の２・未納のない証明）

・地方税

［法人］法人県民税、法人事業税

［個人］県民税、事業税

７ 技術者経歴書 職種毎に用紙を別葉とする。

８ 財務諸表（直前２年間の実績）
貸借対照表、損益計算書及び利益金処

分に関する書類

９ 委任状（任意の用紙で可（Ａ４））
代理人を定め、一定期間入札及び契約等

の行為を委任する場合のみ提出のこと。

10
使用印鑑届

印鑑証明書

印鑑届は任意の用紙で可（Ａ４）

印鑑証明書　　　　　　（写し可）

注）「納税証明書」委任等をする場合は、委任先（支店・営業所等）の所管の県税事務所

発行の納税証明書が必要になります。（法人事業税・法人県民税）

注）証明書については、証明年月日が申請書提出時の３ヶ月以内のものとする。

別表第１号（第４条第２項関係）

提出部数：１部　Ａ４フラット

ファイル綴

　別表の綴じ込み順で綴じ表紙・

背表紙に、「平成21・22年度建

設工事等入札参加資格申請書」

と商号「会社名」を記入する。

（ファイル色指定）

物品製造等：【黄色系】

提 出 様 式：下記様式を潮来市

ホームページから

ダウンロードし提

出してください。

一般競争（指名競争）参加資格

審査申請書（物品製造等）

注意事項

●内容について説明できる方が

持参してください。なお、郵

送による提出は認めません。

●証明書については、証明年月

日が申請書提出時の３ヶ月以

内のものとすること。

●提出書類に不備があると登録

できない場合がありますの

で、注意してください。

○物品購入・役務提供等は従来の方法で受付ます。

○物品役務の申請は要領に

　従い書類を整え総務課

　管財契約グループに

　提出してください。

○建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等

　潮来市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務等、物品購入・役務提供等の入札参加資格申請受付を次のとおり

行います。当市の競争入札に参加できる方は、資格審査の結果、競争入札参加資格者名簿に登録された方に限られます。

物品役務等提出書類一覧表

建設工事・コンサルタント業務・

物品役務等入札参加資格申請のお知らせ

【お問合せ】潮来市総務課　管財契約グループ　TEL.63-1111　内線232・233

○受付期間

平成21・22年度

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94
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【お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３-１１１１　内線２０８

○潮来市指定管工事組合（組合長：深谷英久さん）

　潮来市建設業組合　　（組合長代行：森内重一さん）

　11月７日（金）　津知公民館で開催
　建設業の向上により地域発展に貢献している両組合のみなさんに、 田市長

が市の様々な分野のまちづくりの施策について説明をさせていただいた後、参

加者からのご質問を受ける形式で開催しました。内容は、一般競争入札の参加

資格の変更に関することや、建設資材等の高騰による単品スライドの協議の可

否などが質問され、活発な意見交換がされました。

○日の出中学校ＰＴＡ（会長：関口千明さん）

　12月３日（水）中央公民館で開催
　日頃、日の出中学校で元気なＰＴＡ活動をしているみなさんと、 田市長が

「環境と教育」をテーマにまちづくりについて話し合いました。内容は、日の

出地区の防犯対策や道路整備への質問や、日の出中体育館建設についての要望

などがあり、市の教育行政について有意義な懇談会となりました。

※日の出中体育館建設については、12月10日に行われた市議会一般通告質問で杉本

議員の質問に対し、 田市長は平成21年度中に着手できるように努める旨の答弁

をしました。

参加団体・グループを随時募集しています。詳しくは秘書広聴課へお問合せください。

　「こんなまちにしたい」「こんな事をやってみたら？」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

し合う「市長とどこでもミーティング」が開催されました。内容について簡単にご紹介します。

市長とどこでもミーティング開催情報

21

⑤
広報いたこ 2009
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　国民健康保険の医療費は、加入者が納める保険

税、国の支出金、および企業等の健康保険の拠出金

等で賄われています。医療費が増えるとその財政を

圧迫し、保険税増加につながるため被保険者にとっ

て重い負担になってしまいます。そうならないため

にも、日ごろから健康づくりを心がけましょう。

医療費は年々増えています！

○みなさんのお医者さんの窓口で支払う額が増える

○潮来市の国保で負担する額が増える…財政圧迫

↓

みなさんからお支払いいただく国保税の負担が増える

医療費が増え続けると

医療費が増えている理由

●生活習慣病の増加により、受診期間が長くなった

●高齢化により、病気にかかりやすい人が増えた

●医療技術や薬の進歩により、高額な医療費がかかるようになった

●お医者さんのかかり方（重複受診など）に問題がある

医療費節約のポイント

明るく元気に生きるために、日頃から「健康づくり」に積極的に取り組みま

しょう。健康の３本柱「栄養」「運動」「休養」に気を配り、病気をよせつけ

ないからだをつくることが、医療費削減のためにも大切です。

①転医・重複受診は控えよう
　医療機関を変えるたびに、検査や治療などを繰り返すこと

になります。

②時間外受診はさけよう
　割増料金がかかります。急病以外は時間外受診はさけよう。

③かかりつけ医をもとう
　病歴や体質などを把握しているので、治療効果も高くな

ります。

④薬をむやみに要求しない
　きちんと薬の説明を受け、その指示を守ることで治療効

果もあがります。

⑤定期的に健康診査を
　早期発見・早期治療のためにも健康診査を毎年受けよ

う。

【お問合せ】潮来市市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１　内線１３２

国保医療費

運　動

休　養 栄　養

大切な医療費

みなさん、医療費を大切にしましょう！

◆健康な生活を送る

◆上手に医者にかかる…そのポイント

医療費の推移 潮来市

の状況

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94
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　鳥インフルエンザウイルスは他の動物にも感染することがあり、その動物の

間で感染が簡単に起こりやすくなるように性質を変えることがあります。鳥か

ら人への感染などの過程でこのような変化が起こると、人から人へと次々に感

染する新しいインフルエンザウイルスが発生する可能性があります。

　新型インフルエンザの被害をおさえるために、これひとつだけで大丈夫という解決策は残念ながら、ありません。

いくつもの対策を組み合わせる必要があります。

自分の健康も家族の健康もひとりだけでは守れない

　新型インフルエンザは人から人へとうつっていきます。ですから、自分ひとりだけで健康を守る

ことは難しく、家族や友人、職場の仲間たちといっしょに、協力して守る必要があります。

◎正しい衛生習慣を身につける
　習慣にすれば簡単にできること

　毎年冬にはやるインフルエンザに

は、かからないための予防法がありま

す。これが新型インフルエンザの予防

にも、それなりに役立つと考えられま

す。具体的には、体の調子を整えてお

くこと、外出から帰ったらうがいと手

洗いを行うことです。

新型インフルエンザとは

◎まだ発生していない
　来知のウイルスによるインフルエンザ

現在、潮来市では「新型インフルエンザ対応マニュアル」を策定中です。

○より詳しい情報は下記ホームページをご覧ください。
茨城県ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/yobo/kansen/influenza-taisaku/shingata-index.html
厚生労働省　新型インフルエンザ対策推進室ホームページ

　　　　　　　　　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/

【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター）　TEL.６４-５２４０

◎せきエチケット
　せきやくしゃみは見えない睡液

を飛ばしている！

　マスクをしていないときに、咳やく

しゃみをする時は、ティッシュなどで

口と鼻をおおい、顔を他の人には向け

ずに、できれば１メートル以上離れま

しょう。鼻汁・痰などを含んだティッ

シュはすぐにフタ付きのゴミ箱に捨て

てください。

◎マスクの着用
　人にうつさないためにマスクの

着用を

　マスクはウイルスが体のなかに入っ

てくるのを、ある程度は防ぎますが、

そのいちばんの働きは、感染してし

まった人が着用することで、ほかの人

への感染を防ぐことです。熱やせき、

くしゃみといった症状があるときは、

マスクをしてください。

◎助け合いの輪をつくっておく
流行期に一人きりで困る人を助けられるように

考えておきたい

　新型インフルエンザが流行すると、一人暮らしのお年

寄りなどは、まわりの人たちが助けてあげる必要があり

ます。そのための連絡の方法などは、今から確認してお

きましょう。

◎鳥インフルエンザへの注意
　弱ったり死んでいる野鳥には絶対にさわらない！

　鳥インフルエンザの人へ感染は、まれに起きていま

す。これは、鳥インフルエンザで死んだ鳥や鳥インフル

エンザにかかっている鳥に直接触れたり、あるいは毛を

むしる、調理をするといった接触のあった場合に限られ

ています。死んだり弱ったりしている野鳥や鳥には、直

接触れることのないようにしてください。

広報いたこ 2009
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新型インフルエンザについて

一人ひとりにしてほしいこと
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はじめようウォーキング

　ウォーキングは、ゆっくりと呼吸して酸素を摂取しな

がら継続して長時間できる運動で、こうした運動を有酸

素運動といいます。

　有酸素運動は筋肉内に酸素を取り込むことで、糖質や

脂肪を分解し、肥満を解消します。また、ウォーキング

は長時間運動できるため

に、心肺機能が活性化

し、血行もよくなるな

ど、さまざまな健康効果

があります。

老化防止
歩くことで足の筋肉が活発に働き、大脳が

刺激されます。刺激されることにより脳細

胞が活性化し、老化を遅らせ若さが持続さ

れます。

肥満防止
多くの酸素を体内に取り入れ、効率良く体

脂肪を燃焼させることができるので、肥満

防止だけでなく減量にも効果的です。

ストレス解消
歩くことにより自律神経のバランスが整え

られます。また、屋外を歩き景色を眺める

ことで、気分的なリフレッシュ効果も得ら

れます。

生活習慣病予防
血中脂質、血糖値などが改善されるため生

活習慣病の改善運動として最適です。

骨粗しょう症対策
歩くことにより無理なく骨に刺激が加わ

り、骨が強化されるとともに骨の老化を防

ぐことができます。

　血液の循環は、心臓の働きによって行わ

れています。しかし、足は心臓から最も

遠いところにあり、重力の影響も含

め心臓の働きだけでは十分には行

き届きません。歩くことで、

足の裏や筋肉が刺激されて

ポンプの役割を果たし、

下半身の血液循環を助け

ています。これが、足は

第２の心臓といわれるゆ

えんです。

　全身の筋肉の３分の２をしめる足。
ウォーキングをすることで全身の組
織が活性化されます。

　多くの酸素が脳へ行き渡り、脳細

胞が活性化され、認知症（痴ほう）

予防など老化防止に役立ちます。

　自律神経のひとつである交感神経

が刺激され生体機能のバランスがよ

くなります。

　血中脂質が減り、血液

がサラサラになります。

さらに善玉コレステロー

ルが増加し、動脈硬化や

心臓病を予防します。

　運動することで心肺機能が高ま

り、酸素や栄養などの循環がよくな

ります。

　足腰の筋力向上はもちろんのこ

と、骨にも刺激が加わり骨粗しょう

症予防にもつながります。

　全身の組織に分布する細い血管

（毛細血管）にまで十分に血液が行

き届くようになり、組織細胞が活性

化されます。さらに血管が柔軟にな

り、動脈硬化の予防にもなります。

血圧が安定し、高血圧を抑えます。

脳

生体
リズム

血液

心肺
機能

足腰

血管

その1

その2

その3

その4
その5

◎なぜウォーキングがいいのか？ ◎足は第２の心臓といわれるわけ

◎ウォーキングの健康効果

【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター）　TEL.６４-５２４０

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94
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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

２月の図書館カレンダー

今月の本棚（２月）

グリム兄弟
「あかずきんちゃん」「ヘンゼルとグレーテル」「ねむりひめ」「語るためのグ

リム童話」「グリム童話の世界　ヨーロッパ文化の深層へ」「本当は恐ろしい

グリム童話」「もっと自分を愛しなさい　グリム童話に学ぶ愛・幸福・結婚」

「日本の近代化とグリム童話　時代による変化を読み解く」「グリム童話考　

白雪姫をめぐって」「グリム幻想紀行　童話のふるさとを訪ねて」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

２
７日(土) ナイチンゲール アニメ 子ども向け

８日(日) アイ・ラブ・フレンズ 日本映画 忍足亜希子／萩原聖人／出演 青少年・大人向け

21日(土) トムとジェリー魔法の指輪 アニメ 子ども・青少年向け

22日(日) Shall we ダンス? 日本映画 役所広司／草刈民代／出演 青少年・大人向け

２月１日（日）午後２時～２時30分

節分のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

２月５日（木）午前11時30分～12時

０～３歳児のおはなし会
（子育て広場）

うしぼりおはなし会

２月14日（土）午後２時～２時30分

着物のおはなし
いたこおはなし会

２月19日（木）午前11時30分～12時

０～３歳児のおはなし会
（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

２月28日（土）午後２時～２時30分

おともだちのおはなし
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

図書館のできごと

12月13日（土）

クリスマスおはなし会拡大版開催

おはなし会予定表
（２階：お話の部屋）

　潮来市立図書館には、新聞・雑誌の記事検索や、ビジネス、マーケティングの最新情報などが手軽に検索できる

データベースをご用意しています。

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94

12月13日（土）

クリスマス・ミニ・コンサート開催

オーボエ四重奏によるモーツアル

ト、バッハ、クリスマスメドレーを

お贈りしました。

○朝日新聞データベース「聞蔵」

　1984年以降の本誌、地方紙の記事検索のほか、週刊

AERA（創刊号）、週刊朝日の雑誌記事検索ができます。

○日本経済新聞「日経テレコン２１」

　日経４誌のほか、全国の企業情報や最新の経済・政治

ニュースなどが閲覧できます。

○茨城新聞社データベース

　1891年以降の記事検索ができます。

　これまで、本や新聞などの活字媒体では、欲しい情報

がどこに掲載されているか、探すのが困難でしたが、

データベースでは、言葉で検索することで、迅速かつ正

確に情報を取り出せます。　ぜひ、ご利用ください。

◎大判百人一首大会

　日　　時 ２月15日（日）午後２時～３時

　場　　所 図書館２階第２集会室

　募　　集 先着30名（中高生の参加も可）

　申し込み 図書館カウンター・電話・FAXにて。

百人一首特集

　百人一首大会にあわせ、関連図書の紹介をします。

「片思い百人一首」「百人一首恋する宮廷」「小倉百人一首　みやびとあそび」

「百人一首への招待」「百人一首千年の冥宮」「百人一首の秘密　驚異の歌織物」

「爆笑！江戸の百人一首」

◎図書館員おすすめ　データベース
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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）
（H20.2月生）＋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）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.6月生）

子育て広場（中）

◎今月の納税は、国民健康保険税

の第６期分・下水道事業受益者

負担金の第４期分・介護保険料

の第６期分です。

何でも育児相談
特設人権相談
（津知公民館）
子育て広場（図）
ポリオ（か）（牛堀地区）
（H20.10月31日以前生まれ）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）
ポリオ（か）
（H20.10月31日以前生まれ）
（潮来地区）

子育て広場（図）子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.11月生）

建国記念の日

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.7月生）

February

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

子育て広場（中）
お元気会（い）

広報いたこ 2009
新春号 Vol.94

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H20.10月31日以前生まれ）
（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.9月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）こころの健康相談（か）

ストレッチ体操（い）

子育て広場（中）

＋当番医

常南医院563-1101

2

　平成20年分の所得税の確定申告書の提出を、１月５日から３月16日までの期間内にe-Tax（国税電子申告・納税システム）で
行う場合、所得税額から最高5,000円（その年分の所得税額を限度）の控除を受けることができます。（平成19年分の確定申告
で、適用を受けた方はのぞく。）
　e-Taxを利用するには、電子証明書の取得が必要です。電子証明書とは、住民が安心してインターネットを通じて国や地方の
行政機関が行う電子申請・届出等の行政サービスを受けるために利用するもので、都道府県・市区町村からは個人向けに「公
的個人認証サービス」による電子証明書が発行されています。確定申告時期が近づくと、電子証明書の発行の際に市民課の窓
口が混雑する場合がありますので、電子証明書の取得はお早めにお願いします。
　電子証明書を利用するためのパソコンの設定が昨年よりも大幅に簡単になります。

電子証明書の取得方法

　住民票のある市区町村の窓口で住民基本台帳カード（住基カー

ド）を入手し、申請書等を提出して取得できます。

【発行手数料】住基カード500円、電子証明書500円

【本人確認書類】運転免許証、パスポートなどご持参ください。

電子証明書の他に準備していただくもの

　ICカードリーダライタという住基カードの情報を読み取るための

装置をご準備ください。

　家電量販店等で購入できます。（参考価格：2,500～4,000円程度。）

【住基カード】http://juki-card.com/
【電子証明書（公的個人認証サービス）】http://www.jpki.go.jp/
【ICカードリーダライタ】http://www.jpki-rw.jp/
【e-Tax（国税電子申告・納税システム）】http://www.e-tax.nta.go.jp/
【e-Tax確定申告特集ページ】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/

■詳細な情報については、次のホームページをご覧ください。

【お問合せ】潮来市市民課 TEL.63-1111 内線112～115

電子証明書を取得して、e-Taxを利用しませんか

表紙について（昨年の潮来市の出来事を『かるた』風に表現しました）
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総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,669世帯 （＋ 9）15,663人15,320人 （－ 4）（＋15）30,983人（＋11）

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

　平成20年12月６日（土）、潮来公民館において「潮来市男女共同参画シンポジウム2008～男
ひと

と女
ひと

　認め合って　輝く

潮来」が、潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会（下河よし子 会長）と潮来市の共催により開催されました。

　男女共同参画社会の実現を目指し、仕事・家庭・地域活動を自分の希望するバランスで実現するワーク・ライフ・バ

ランス（仕事と生活の調和）についての活動発表や講演が行われ、うしぼり幼稚園家庭教育学級の園外研修として参加

された保護者の方をはじめ、約300名のみなさんが来場しました。

潮来市男女共同参画シンポジウム

いたこファミリーサポートセンターの協力に

より、会場内にて託児サービスを実施しました。

会場内の雰囲気が明るくなりました。

下河会長によるあいさつ 牛堀親爺の会：「親爺力のススメ」と題

し、三世代交流、父親と祖父の交流事業

について活動発表。

地域女性団体連絡協議会：「女性の元気

は地域の元気！」と題し、日頃のボラン

ティア活動や学習活動について発表。

父親が変われば、
家庭が変わる、
地域が変わる、
企業が変わる、
そして、社会が変わる。

2008

Fathering JapanFathering Japan

　安藤哲也さんは、ワーク・ライフ・バ
ランスについて、仕事と育児は秤にかけ
る「やじろべえ」ではなく、仕事、育児、
地域活動、趣味、ボランティア活動など、
すべてを入れた「寄せ鍋」のように一度
きりの人生を大いに楽しもうと講演され
ました。

うしぼり幼稚園児６２名による歌と遊戯


