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（２）第２次試験　口述試験、身体検査、適性検査とします。 （３）資格調査　受験資格の有無等について調査します。

職種区分 採用予定人員 受　　験　　資　　格

一般事務 ３名程度
昭和54年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込み

の者

保健師 １名程度
昭和54年４月２日以後に生まれた人で、保健師の免許を有する者

又は平成22年３月末までに実施される国家試験により取得見込みの者

　　試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ行います。

試　　験 内　　　　　容

教養試験

（作文を含む）

Ａ

大学卒

一般的知識、知能について大学で履修した程度の問題について、択一式による

筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

Ｂ

短大卒・高校卒等

一般的知識、知能について高校で履修した程度の問題について、択一式による

筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

３．試験日及び試験場

（１）申込用紙の請求 

　　申込用紙は市役所総務課に請求してください。

　　郵便で請求する場合は、封筒の表に職員採用試験

申込用紙請求と朱書し、書留等の確実な方法をとっ

てください。なお、次のものを必ず同封してください。

・Ａ４判サイズの返信用封筒（※あて先を明記して120

円分の切手を貼ること）

・受験する職種（一般事務、保健師）、試験区分（Ａ大学

卒、Ｂ短大卒・高校卒等）を明記した書類（様式任意）

（２）受験申込先

 〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地

　　　　　　潮来市役所 総務部総務課 人事行政グループ

（３）受付期間　７月１日（水）～７月31日（金）　　

　　　　　　　　祝祭日は除きます。

　　　申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後

５時までとし、郵便の場合は７月31日必着です。

（４）提出書類等

ア　申込書　１部（所定の申込用紙を使用してください。）

　　　　　　受験票に貼付する写真のほかに、写真１

枚を添えてください。なお、写真の裏に

は２枚とも氏名を記入してください。

イ　長３サイズの定形封筒（受験票送付用）　

　　（※あて先を明記して380円分の切手を貼ること）

ウ　受験料　　不要

（注）１．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。　

　　　　　２．作文については、教養試験が基準点に達しない方については採点しません。

（１）第１次試験

区　　分 第１次試験 第２次試験

日　　時 ９月20日（日） 11月上旬

試験会場
茨城大学

（水戸市文京２丁目１番１号）

第１次試験合格者に

通知します

　　給与は、潮来市職員の給与に関する条例

規則に基づき支給されますが、例えば学校

卒業直後に採用された場合は、次のとおり

です。

学　　　歴 高等学校 短大等 大　学

給料（基本給）月額 144,500円 158,700円 178,800円

（１）第１次合格者の発表は、10月中旬に
掲示板（市役所前、旧牛堀出張所前）
に掲示するほか合格者に通知します。

（２）最終合格者の発表は、11月下旬に掲
示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に
掲示するほか合格者に通知します。

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

２．試験の方法

７．採用の時期について
　　採用期日は、平成22年４月１日を予定しております。

６．受験手続及び受付期間

【お問合せ】潮来市 総務部総務課 人事・行政グループ　63-1111　内線221～223

平成21年度　潮来市職員（平成22年４月採用）第２回試験案内

申込受付期間　７月１日（水）～７月３１日（金）

（平成21年４月１日現在）

８．その他
　　受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。

５．給　　与

４．合格者の発表
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〈切替内容について〉

・現在お持ちの保険証は、有効期限が平成21年７月31日となっておりますので、

　平成21年８月１日から平成22年７月31日までの新しい保険証を平成21年７月下旬に

送付いたします。

・期限の過ぎた保険証は、下記の【お問合せ】にお返しください。

（返却出来ない場合は、住所やお名前が見えないよう裁断し処分して下さい。）

・住民税課税所得額に応じて自己負担割合が、「１割負担（一般）」又は「３割負担

（現役並み）」となります。

※【３割負担（現役並み所得者）について】〈例〉
　　→被保険者の平成20年中の収入合計が、２人以上で520万円未満、１人で383万

円未満の場合には申請により、「１割負担（一般）」となります。

〈送付する保険証の見本について〉

平成21年度後期高齢者医療保険料について
・保険料は被保険者全員が個人ごとに納めます。

・平成21年７月中旬に保険料の納入通知書を送付いたします。

【お問合せ】潮来市市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１　内線１３７

・後期高齢者医療保険料に納め忘れ等があると、有効期限が短くなる場合があります。

〈その他〉

・減額認定証（病院に入院する際に保険証と一緒に

提示する証書）をお持ちの方で、平成21年８月１

日以降も減額該当（同一世帯の全員が住民税非課

税の方）となる場合には、保険証と一緒に減額認

定証を送付いたします。

【有効期限】

→保険証を使用できる期限を

示しています。

【資格取得年月日】

→後期高齢者の資格を取得し

た年月日を示しています。

【発効期日】

→保険証の効力が発生する年

月日を示しています。

【一部負担金の割合】

→医療機関等の窓口で支払う

負担割合を示しています。

【保険者番号】

→送付する保険者番号は

　「３９０８２２３５」

　となります。

〈切替対象の方〉

　・75歳以上のすべての方

　・65歳以上74歳までの方のうち、一定以上の障害をお持ちの方

 

!!

原 寸 大

 

!!



潮来市の国保の状況
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～健全な運営のためにできること～

国
民健康保険は、地域住民の健康増進と地

域医療の確保に大切な役割を担っていま

すが、近年の少子高齢化の進展や医療技術の高

度化などにより医療費が増加する一方、厳しい

経済情勢を背景に保険税収入の伸び悩みなど、

国保財政は大変厳しい環境におかれています。

　このような危機的状況にあって、将来にわた

り継続的、安定的な運営を実現するためには、

「健康なからだづくり」をテーマとした医療費

の抑制や国保税収納率の向上など、皆さんのご

協力がとても重要になっています。

健康な生活を送ることが、医療費節約のポイントです。
　生涯を明るく元気に生きるために、日頃から、「健康なからだづくり」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

ない体をつくることが、医療費節約のためにとても大切です。

　医療費に関心をもって、有効利用に心がけてくださるようお願いいたします。

○かかりつけ医を持とう

　病歴や体質などを把握しているので、治療効果が高まります。また、転医、重複受

診を少なくし経済的負担を和らげます。

○ジェネリック医薬品の使用について相談しよう

　ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に販売される新薬とほぼ同じ効能・

効果を持つ医薬品ですが、新薬に比べ価格は３～７割に抑えられています。症状に応

じ、ジェネリック医薬品を効果的に使用することにより、皆さんの経済的負担が減る

ほか、国保会計の経営安定化に役立ちます。

○特定健診を必ず受診しよう（対象年齢40～75歳未満）

　生活習慣病は、若年から自覚症状がなく進行し、高齢化するにしたがって糖尿病、

心臓病、脳内出血など深刻な病気へと重症化していきます。特定健診は、早い段階か

ら生活習慣病の該当者やその予備軍を発見し、皆さんの健康をサポートしながら医療

費抑制にも効果があります。

　健診は、保健センター・公民館等での集団健診（７月）と医療機関での個別健診

（９～11月）から選んで受診することが出来ますので、自分にあった健診を受けてく

ださい。（詳細は、国保該当者に送付されている通知をご覧ください。また、社会保

険の方は各保険者にお尋ねください）

大切な医療費
　国民健康保険制度は市民の皆様が安心して医療を

受けられるよう、多くの人々の協力でまかなわれて

いる制度です。財源は、加入者の方に納めていただ

く保険税のほか、国の支出金及び企業等の健康保険

の拠出金等で賄われています。

　平成20年度の潮来市の一人当たりの国保医療費は

約23万円で、毎年増加する傾向を示しています。こ

のように医療費が増え続けると、財源が不足するた

め財政を圧迫し保険税増加につながり、市民のみな

さんにとっても、重い負担になってしまいます。

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

【お問合せ】潮来市市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１　内線１３３

潮来市の国保の状況
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　広報いたこ６月号に掲載した、「保健師」と聞いて、みなさんの頭の中にはどんなイメージが浮かびます
か？という記事のなかで、保健師は、病気にならないように手助けをするのが主な仕事。健康を維持するた
めにも「健康相談」「各種健康教室」「健診」「訪問」などを利用してほしいとお願いしたところ、さっそく、
かすみ保健福祉センターを訪れてくれた市民の方がいました。

　「これまでは、自分の健康には、そんなに関心はありませんでし

た。今回、詳しい話を聞いて、子どものため、妻のため、自分のた

めに特定健康診断を必ず受けてみようと思いました。」と話す前島さ

ん。（30代）

（納期の変更）
　潮来市の国民健康保険税の納期は年６回でしたが、１回あたりの納付額負担の軽減を目的に、平成21年度

より納期を拡大し、年８回に変更いたします。変更後の納期は次のとおりです。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

変更前 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

変更後 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

（限度額の変更）

　国の法改正に伴い、国民健康保険税の中の介護分の限度額が９万円から10万円に変更となります。

　これにより国民健康保険税全体の限度額も68万円から69万円に変更となります。

【お問合せ】潮来市税務課　TEL.６３-１１１１　内線１３８・１２３・１２４

【お問合せ】かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

あなたもシルバーリハビリ体操を覚えて健康長寿をめざしましょう
　潮来市ではシルバーリハビリ体操指導士の協力で、市内各公民館６箇所で健康アップ教室（介護予防の体

操教室）を行っています。どなたでも参加できます。

　潮来市では、45名のシルバーリハビリ体操指導士がおり活動しています。（午前10時～正午）

　６月７日（日）、津知公民館にて、守谷市と潮来市のシルバー

リハビリ指導士会の交流会が開催されました。

　交流会では、◎シルバーリハビリ体操のさらなる普及に努める

こと◎教室に参加していただき「健康」になって喜んでいただけ

ること◎男性の参加を増やしていきたいなど活発な意見交換が行

われました。

【お問合せ】潮来市介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０

かすみ保健福祉センターでは、

保健師による健康相談を実施しています

平成21年度

　国民健康保険税の納期及び限度額が変わります。

健康アップ教室に参加しませんか

　ケガや病気になってしまったら、お医者さんや看護師さんに治していただくしかありませんが、市の保健
師は、皆さんが重い病気にかかってしまう前に、「健康的なからだをつくる」お手伝いを実施しております。
　かすみ保健福祉センターでは、皆さんの健康診断の結果表をお持ちいただければ、保健師がその内容をき
ちんとご説明し、生活習慣改善の相談を受け付けております。
　事前にご連絡いただき、ぜひご来庁ください。

参加費は無料

地区公民館 開　催　日

大生原公民館　67-5898 第２木曜日

延方公民館  66-6011 第３火曜日

牛堀公民館  64-5230 第４火曜日

地区公民館 開　催　日

中央公民館　66-0660 第４木曜日

潮来公民館　62-3522 第１火曜日

津知公民館　62-4755 第１金曜日

健
康
関
連
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　６月17日（水）青年海外協力隊の吉川祥太さん（22

歳）がボランティアの出発にあたり、市役所を表敬しま

した。現地での活動内容は、赴任先のヨルダン・ハシュ

ミテ王国のパレスチナ難民キャンプ内の学校にて主に体

育指導を行うとのことです。吉川さんは、「日本のスタ

イルをそのまま持ち込むのではなく現状にあったスタイ

ルを確立し、交流をとおして現地の子供達にスポーツの

すばらしさ、そこから生まれる感動を与えていきたいで

す。世界を肌で感じ、世界を語れる教師になるための第

一歩、二年間という

短い間ですが日本代

表としてベストをつ

くし頑張ります。」と

話されました。 田市

長からは「健康に十

分気をつけて頑張っ

てきてください」と

の激励の言葉があり

ました。

ＪＩＣＡボランティア
吉川祥太さん表敬訪問

　植田義継さん（69歳、辻）に日本学

生トライアスロン連合より感謝状が贈

られました。植田さんは、1993年のト

ライアスロン連合創設以来、競技振興

と競技力向上に寄与し、連合の組織並

びに事業の充実発展に多大な貢献をさ

れました。おめでとうございます。

植田義継さんに感謝状
おめでとうございます！

広報いたこ 2009
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　４月29日（水）平成21年春の褒章受章者が発表され、

泉孝友さん（63歳、上丁）が藍綬褒章を受章されまし

た。泉さんは、昭和42年に潮来町消防団に入団し、平成

７年に町消防団長へ。その後合併した市消防団の初代団

長となり現在に至っています。

　「団員の協力や家族の支えがあったからこそ受章でき

た。周りのみんなに感謝しています。今後もできる限

り、地域の安全安心のために尽く

していきたい」と話す泉さん。

　泉さんは、県消防協会の副会

長、常任理事などを歴任し、一昨

年には日本消防協会の勤続章も授

与されています。

泉孝友さん藍綬褒章受章！
おめでとうございます

チャリティーの収益金が寄付されました

　５月30日～６月１日にわたり「レジェンド オブ ゴル

フ in ジェイゴルフ霞ヶ浦」が開催され、シニアプロに

よるダブルス戦のプロアマのフェアウェルパーティー時

等に行われたチャリティーの収益金30万円が大会事務局

の意志により、ジェイゴル

フ霞ヶ浦より社会福祉協議

会へ寄付されました。住民

福祉向上のため有効に使わ

せていただきます。ありが

とうございました。

「レジェンド オブ　ゴルフ in ジェイ
ゴルフ霞ヶ浦」が開催

　６月９日（火）

から10日（水）、

潮来ホテルをメー

ン会場にして、関

東「道の駅」総会

が開かれました。

総会には各「道の

駅」の駅長ら69名

が参加し、 田市

長は、街づくりと

「道の駅いたこ」をテーマに講演を行いました。講演の

なかでは潮来市の観光の魅力や、道の駅の街づくりに対

する活動が紹介され、環境に配慮した取り組みとしてレ

ジ袋削減キャンペーンの実施、７月１日から「レジ袋無

料配布中止」を実施することなどが話されました。また

翌日には、前川あやめ園や道の駅いたこの視察が行われ

るなど和やかな雰囲気のなかでの意見交換となりました。

関東「道の駅」総会が開催

《広　告》

緑とぬくもりに包まれた憩いの家

利用者募集中!!特別養護老人ホーム

いたこの郷
特別養護老人ホーム

いたこの郷 虹

《広　告》

虹

潮来市日の出8-29-8

★メタボでお悩みの方！
★まずは５～10㎏ダウンからチャレンジ！
★腰、ひざの痛みや生活習慣病で
　医者から痩せるように言われている方。

針なし

自分の健康は自分で守る時代です

耳つぼダイエットサロン

50120-332
み み つ ぼ

-514
ここいいよ

特別養護老人ホーム

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533

デイサービス

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所
予約受付中

◎施術料
　2,000円
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City News Flash

　６月17日（水）マイバッグ持参とレジ袋削減を進める

潮来市民ネットワーク、市内食品スーパー等事業者及び

潮来市の３者が「潮来市におけるレジ袋の削減の取り組

みに関する協定」に合意し、協定の締結式が行われまし

た。協定締結により、市内食品スーパー等４事業者５店

舗で７月１日（水）か

らレジ袋の無料配布

が中止されました。

　７月１日からレジ

袋の無料配布の中止

を実施している事業

者と店舗は次のとお

りです。

　自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所では、県立潮来
高等学校で毎年実施している“先輩を囲む会”に隊員を
派遣しています。本年度は、同校出身の坂本和麻一等陸
士が参加して実施しました。
　当日は、他のOBと共に後輩生徒50名に対し、自衛隊へ
入隊した理由や、仕事の内容等について話をしました。
生徒達も真剣に自分の将来について考えながら聞いてい
る様子でした。
　百里分駐所では、県立潮来高等学校から毎年数名の受
験者が出ており、今後も一人でも多くの自衛隊を受験す
る方が出ることを願い、生徒さん達の進路の参考になる
よう協力していきます。
お問合せ
自衛隊茨城地方協力本部　
百里分駐所
（航空自衛隊百里基地内）
TEL. 0299-52-1366
URL http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

茨城県立潮来高校の
“先輩を囲む会”への隊員派遣

「潮来市レジ袋削減に関する協定」
を締結しました

広報いたこ 2009
７月号 Vol.100

　６月28日（日）潮来市ボートコース（常陸利根川）にて、上記大会が開催され、潮来市をはじめ、鹿嶋市、戸田市な

どから計135クルー、約700人が参加しました。参加者は年々増加傾向で、県内唯一のボート競技大会として注目を集め

ています。大会の結果は次のとおりです。

第43回水郷潮来レガッタ＆イタコシティレガッタ２００９が開催！

種　目 優　勝 準優勝 第３位

女子シングルスカル 猿田　春佳（潮来選抜Ａ：潮来市） 今泉　友希（潮来選抜Ｂ：潮来市） 柴田　愛弓（墨田川ローイングクラブ・ジュニア）

男子シングルスカル 佐藤　篤史（小見川中Ｃ：香取市） 印南　和季（小見川中Ａ：香取市） 佐藤　正和（小見川中Ｂ：香取市）

女子ダブルスカル 住友金属鹿島（鹿嶋市） 潮来選抜Ａ（潮来市） 錦糸中学（墨田区）

男子ダブルスカル 住友金属鹿島Ａ（鹿嶋市） 潮来選抜（潮来市） 茨城大学（水戸市）

女子舵手付クォドルプル 潮来選抜Ａ（潮来市） 潮来選抜Ｂ（潮来市） 茨城大学（水戸市）

男子舵手付クォドルプル 小見川中（香取市） 潮来選抜（潮来市）

男子舵手付フォア 住友金属鹿島（鹿嶋市）

男子ナックルフォア 筑波大学 艇友会（つくば市） 茨城大学Ａ（水戸市） 茨城大学Ｂ（水戸市）

第43回水郷潮来レガッタ大会結果

種　目 優　勝 準優勝 第３位

成年男子の部 ひんやりマンゴー（戸田市） サンデービギナーズ（香取市） 搾りたてマンゴー（戸田市）

壮年男子の部 屁っ漕く堂（成田市） アメンボウ　イエス（横浜市） 25人会（香取市）

実年男子の部 名古屋ローイングクラブ（取手市） スティングＡ（潮来市） KaWaO　1516（潮来市）

議会議員の部 サクラソウ（戸田市） 潮来市議会（潮来市） 潮来市議会ＯＢ（潮来市）

女子の部 ＰＫＯ－ＫＭＡＮＳ（潮来市） ＹＡＨＩＩ!!（潮来市） ワセダクラブ ハナザワさん（戸田市）

小学生の部 潮来市ボートスポーツ少年団・「３太真リア号」（潮来市） 潮来市ボートスポーツ少年団・「ありかま」2009（潮来市） ワセダクラブ タラちゃん（戸田市）

イタコシティレガッタ２００９

《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

お気軽にお電話ください

《広　告》

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

㈱いたこ（道の駅いたこ）、㈱カスミ（潮来店）、㈱セイ

ミヤ（潮来店・延方店）㈱タイヨー（牛堀店）

＊レジ袋の料金は各店舗にお問合せください。
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28

28

 

30
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Princess iris
Princess iris喜びの声

窪谷さん　「潮来が大好きなのでＰＲ等ができたら良いなと思い応募

しました。期間中は潮来のきれいな光景を観光客の皆さんと一緒に楽

しむことができたので本当によかった。とても嬉しいです。」

沼田さん　「幼少の頃よく両親に連れて来てもらったあやめ園、去年

久しぶりに見に来ました。改めて素敵な所だと思い胸が高鳴り、皆さ

んに潮来をもっと知っていただきたいと思い応募しました。今後も潮

来のためにできることがあれば活動していきたいです。」

Congratulations

!!
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潮来市立図書館ブックリサイ

クル　　　　　　　14，675円

カトレア会　　　  26，059円

ダンスサークルどんぐり

　　　　　　　　　11，496円

土子洋子　　　紙オムツ５箱

　　　　　　　福祉用具３点

匿　名　　　　　　 2，000円

善意の箱（潮来公民館）

　　　　　　　　　　3，485円

匿　名　　　　手ぬぐい33本

　　　　　　　　タオル32本

　　　　　　バスタオル５本

　　　　　　　　　布巾２枚

レジェンド オブ ゴルフ ジャパン

inジェイゴルフ霞ヶ浦 300，000円

善意銀行 （６月分・敬称略）

契約書
　出されてからも
　　　　　まず相談

「契約」とは、法律的に拘束力が生じる約束。

守らないと裁判で訴えられ、履行を強制される。

「契約自由の原則」で、当事者の自由な意思でできる。

お互いの意思が合致すると成立する。

成立すると拘束力があり、一方的には変更、破棄はできない。

契約の内容や、成立過程に問題があると、無効になったり取り消しした

りできる。

 契約が無効となる場合 

契約過程で、詐欺、強迫、錯誤があった時。

消費契約法で、不適切な勧誘（不実告知、断定的な判断の提供、不利益事実の不告知、不退去、監禁）

や、特定商取引法での誤認は、取り消しできる。

相手の債務不履行の場合は、解除できる。

未成年契約は、取り消しができる。（小遣いの範囲、法定代理人が営業許可をしている取引契約、年齢を成

人と偽って交わした契約を除く）

消費者保護のため、クーリング・オフ（※）制度に一定期間であれば、無条件で契約を解除できる取引を

定めている。（消費者が店舗に出向いたときや、通信販売を除く）

　以上のように、消費者の保護の整備が進められてはいますが、署名捺印をしてしまうと解除するのには時

間や労力、費用もかかります。必要の無い契約、相手である業者の内容が分らないとき、販売員について不

信感があったときは、きっぱり断ることが大事です。

契約は慎重に

【お問合せ】
 潮来市消費生活センター　TEL.62-2138
 潮来市社会福祉課　　　　TEL.63-1111
　　　　　　　　　　　　　　 内線385

契約書
　出されてからも
　　　　　まず相談

※訪問販売や電話勧誘販売で、契約してし

まった後で冷静に考え直す時間を与え、

一定期間内であれば無条件で解除できる

制度。

匿　名　 5，000円
匿　名　10，000円
＊水郷いたこあやめまつり大会実行委員会へ寄付をいただき

ました。
　有効に使わせていただきます。

《広　告》

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）

 ＨＰアドレス　http://www.e-shinotsuka.com/

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

忘

《広　告》

ＴＥＬ 0479-21-7040
ＵＲＬ http://yanohase.com/
所在地 神栖市矢田部2883番地

移動火葬車による出張火葬

れな草

※近隣市町村(潮来市含む）値引き対応中

　365日　24時間対応いたします。

ペットセレモニー

お
知
ら
せ
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５　募集人員　30名程度

６　参 加 費　無　料

７　申 込 み　市役所社会福祉課まで電話でお申込

みください。

子育て応援研修会のお知らせ

 【お問合せ】 潮来市社会福祉課子育て支援室（いたこファミリー・サポート・センター）
　　　　　　　TEL.６３－１１１１　内線３８７　TEL.６３－１７７９　直通

　保守点検とは、定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等を行うものであり、清掃とは、浄化槽内の

汚泥を必要量に保ち、また余分な汚泥を吸引車で収集運搬することです。

　浄化槽法により次のことが義務付けられています。

　浄化槽の清掃を行った後の汚泥は、市で許可をしている清掃業者が潮来衛生センターに搬入しています。

　一年以上保守点検・清掃をしていない浄化槽は、汚泥が腐敗してスカム（汚泥のカスが固まった物）となり、

処理の上での障害や機械類の故障の原因になります。浄化槽保守点検清掃を毎年行うようご協力をお願いします。

浄化槽の保守点検３回/年　　浄化槽の清掃１回/年

潮 来 環 境 衛 生 ㈲《潮 来》

水　郷　衛　生　社《日の出》

小　松　崎　清　掃《堀之内》

麻　生　衛　生　舎《行方市》

㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》

℡.67-5783
℡.67-5960
℡.66-4427
℡.63-0054
℡.73-2296
℡.82-5931

※料金等のお問い合わせは、浄化槽の種別（単独・合併及び何人槽か）を確認のうえ各業者へご相談ください。

【お問合せ】潮来市環境課 施設管理センター　TEL.６４-５０５０

℡.62-2247

℡.66-3692

℡.64-6154

℡.73-2296

℡.82-5931

茨城ビルメンテナンス㈱《水　原》
小 沼 技 研 工 業 ㈲《水　原》
日　清　設　備　㈱《日の出》
㈱ライフクリーンサービス 《潮　来》
麻　生　衛　生　舎《行方市》
㈱　和　城　産　業《鹿嶋市》
茨城県登録業者「潮来市内営業許可業者の内」市内に営業所

を有するか清掃許可を兼ねている業者を参照掲載しました。

消毒剤の点検・補給 モ ー タ ー の 点 検

汚 泥 の 調 整・移 送 浄化槽機能の診断

一般廃棄物収集運搬業（し尿）

浄化槽清掃業許可業者

保 守 点 検 業 者

努めましょう

浄化槽の保守・点検・清掃

浄化槽管理者（使用者）の皆様へ
潮来衛生センターからのお願い

時　間 カリキュラム 講　師

 9:00～ 9:10 開校式

 9:10～12:00
幼児安全法講習
・幼児に起きやすい事故の予防と手当て、家庭内での看病の方法を学びます。
・ＡＥＤを使った救命処置の練習をします。

日赤茨城支部

12:00～13:00 昼　食

13:00～14:00
ふるさとの子守唄
・県内に伝わる子守唄について学び、一緒に楽しく歌います。

子守唄指導員

14:10～15:20
子どもの成長と遊び
・子どもの成長と遊びとの関わりについて学びます。
・簡単なおもちゃを作ったり、体を動かしたりして遊びます。

幼稚園教諭

15:20～ 閉校式

１　対 象 者　ファミリー・サポート・センター会員

　　　　　　　子育て支援に関心のある方または子育て中の方

２　日　　程　７月22日（水）午前9：00～午後3：30

３　場　　所　旧津知幼稚園（津知小学校校庭となり）

４　内　　容

８　締 切 り　７月17日（金）（定員になり次第締め

切らせていただきます。）

９　そ の 他　昼食は準備します。動きやすい服装

でおいでください。

お
知
ら
せ



14

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

８月の図書館カレンダー

今月の本棚（８月）

松本　清張（生誕100年・作家）

「松本清張を読む　『張込み』から『砂の器』までベスト新書」

「松本清張の世界」「点と線」「黒革の手帖　上・下」「渦」

「黒い画集 第1集・第２集・第３集」「告訴せず」「危険な斜面」

「松本清張傑作短編コレクション　上・中・下」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

８
１日(土) サンゴ礁伝説　青い海のエルフィ アニメ 子ども向け

９日(日) 出口のない海 日本映画 市川　海老蔵／伊勢谷　友介／出演 青少年・大人向け

15日(土) アンネの日記 アニメ 子ども・青少年向け

23日(日) 二十四の瞳 日本映画 田村　高廣／高峰　秀子／出演 青少年・大人向け

8月2日（日）午後2時～2時30分

虫のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

8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

8月8日（土）午後2時～2時30分

戦争のおはなし

いたこおはなし会

8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

8月22日（土）午後2時～2時30分

おばけのおはなし

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

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

図書館員おすすめの本

広報いたこ 2009
７月号 Vol.100

　８月は、広島・長崎

に原爆投下があった月

です。戦争についての本や平和についての本を紹介しま

す。また、ノーベル賞に関連する本も紹介します。

「はだしのゲンはピカドンをわすれない」「まんがで見る

日本の戦後50年 第２巻」「空爆の下で ぼくらの知らない

イラク戦争」「戦争と子どもたち　写真・絵画集成１～

６」「平和と戦争の絵本１～３」「非戦論」「戦争する国、

平和する国（ノーベル平和賞受賞者 現コスタリカ大統領

オスカル・アリアス）」「決定盤 ジョン・レノン」など

８月の児童テーマ棚
　　　　　　～戦争のお話～
　戦争に関した本を揃えました。「戦争と平

和」についてみんなで考えてみましょう。

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役

立つ情報のほかに、生き物や自然全般に関す

る情報（参考図書・調べ方）まで幅広く紹介

します。

8月　～戦争と平和～

「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 秘書政策課まで

　〒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

《広　告》 《広　告》

火 水 木 　金

18：30～19：15 小学校高学年 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年 中学１年

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）

TEL 0299-66-6753　携帯 090-5204-4065
潮来市小泉（潮来高校近くで古高方面への道路沿い）

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，オリジナル問題等

１か月　5,000円

（入会費なし）

大川 英語教室

英語を教えることが大好きです！

・教　材 ・指導料

曜日
時間 対象

火　曜
コース（　 　）
火　曜
コース（　 　） （　 　）金　曜

コース

（　 　）金　曜
コース
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
お元気会（い）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H18.5月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H20.1月生）

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（中）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.3月生）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.12月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H20.8月生）

ストレッチ体操（い）

のカレンダー

● 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

＋当番医

飯島内科
566-0280

広報いたこ 2009
７月号 Vol.100

月8 August

いきいき健康体操（か）
マタニティ・セミナー

（か）

　俳聖松尾芭蕉が潮来の地を訪れたのは貞享４（1687）年旧暦の８月であった。この時の紀行文『鹿島詣』に

「…この秋かしまの山の月みんとおもいたつことあり…」と見え、月見がてら鹿島神宮と鹿島の根本寺に隠棲し

ていた参禅の師と仰ぐ仏頂禅師を訪ねたその帰途、潮来に本
ほん

間
ま

道
どう

悦
えつ

（自準）を訪ねている。

　芭蕉の旅程は、深川の庵の門前から舟で出発、六間堀から小名木川を経て行徳（市川市）に着き、ここから陸

路徒歩で木下街道の八幡の里（市川市）、鎌ヶ谷の原（鎌ヶ谷市）を抜け、その日の夕方利根川の沿岸布佐（我

孫子市）へ、更にここから約11里の水上を夜船で進み、鹿島には翌日着いている。

　当時の潮来は、江戸方面から鹿島への参詣者や水郷めぐりの舟遊客で賑わいを見せるとともに、東北諸藩から

江戸への物資輸送の中継港として高瀬船の出入りも頻繁にあり、活況を呈していた。

　芭蕉の紀行文には「帰路自準に宿ス」と題した三句（自準、芭蕉、曽良の句）のみで、潮来に関する記述はな

いが、豊かな水と緑に恵まれた水郷の風景と人の往来が盛んで活気あふれる潮来の地を記憶に留めたことであろう。

　芭蕉は、この時の旅で、水郷の田園風景を彷彿とさせる次の句を残している。

　かりかけし田づらのつるや里の秋

　この句を刻んだ碑が大洲の水神社にある。

　その後、水郷の美を求めて多くの著名な文人墨客が訪れ、潮来の文化に多大の影

響を与えたが、芭蕉はその先駆けと言えよう。

　（※本間自準については、「広報いたこ47号」に山澤幸次氏が詳しく記しており

ますのでご参照ください。）

　潮来市文化財保護審議会委員　編集委員　石橋　達朗

潮来市の誇れる文化 シリーズ潮来を訪れた俳聖芭蕉

第35回

胃がん健診

胃がん健診

水郷潮来花火大会

万燈会（潮音寺）

潮来祇園祭禮

潮来祇園
祭禮

万燈会（潮音寺）



第16回 潮来節おどりの響演大会が開催

人口のうごき ７月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ Vol.100 平成21年

７月９日発行

　携帯電話サイト

あやめ

よしきり

　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,683世帯（＋10）15,558人15,222人 （－11）（－ 5）30,780人（－16）

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

編　集：潮来市総務部　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

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

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

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

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

info@city.itako.lg. jp

　水郷潮来は、古くから江戸と東北地方を結ぶ海上・内陸水運の中継港として栄えてきました。たくさんの人が

集まり、巷には旅人の心を癒す三弦の調べが流れるにぎやかな宿場町だったのです。潮来節はそんな旅人の心を

捉え、江戸時代に大流行したといいます。 阿波おどりに唄われる「よしこの節」の元唄になっているとも伝えら

れていますし、佐渡おけさのルーツは潮来節だという話もあります。 

　今年は、31のおどり連、900名を超えるおどり参加者が潮来おどりに酔いしれました。 

　大会を重ねるごとに、衣装や踊り方のレベルも高くなってきています。

おどり大賞に輝いたのは、「津知っ子あやめ連」の皆さんです！

おめでとうございます!!６/13（土）

第16回 潮来節おどりの響演大会が開催


