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４月25日オープン〝WAiWAiファンタジア〟のひと時
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　水郷潮来のシンボルとなっている一級河川前川には、昭和47年に、常陸利根川

からの洪水の逆流を防止するため、常陸利根川との合流点に前川水門が作られま

した。

　しかし、台風などの豪雨により内水氾濫が発生し、平成３年や平成16年には市

街地に大きな被害をもたらしました。

　このため、内水氾濫による被害の軽減を図るため、前川排水施設の整備を平成20年３月に着手し、地域

の方々のご理解、ご協力により、平成22年３月に無事完成しました。

　施設概要

　常陸利根川の水位が上昇し、前川水門が閉鎖された場合、①の前川

側吸水槽から水をポンプにより吸い込み、②の地中の配管を通して③

常陸利根川へ前川の水を排水します。

　この排水施設は、観光拠点の中心部に位置することから、水中ポン

プにして建物を小さくするなど、景観に配慮した構造となりました。

平成16年10月　潮来５丁目付近洪水被害状況

資料提供：国土交通省　関東地方整備局　霞ヶ浦河川事務所

○ポンプ容量

　７.２ｍ3/秒（1.０３ｍ3×７台）
※約50秒で25mプールが満杯になります。

○ポンプ形式　　水中ポンプ

○駆 動 方 式　　電動機（75kw）

○吐　出　管　　φ500mm×７本

　前川の治水対策として本市の長年の願いでありました「前川排水施設」が、平成22年３月に国土交通省

により整備されました。この施設の完成により、平成16年10月洪水と同規模の降雨では、前川周辺家屋の

浸水被害が無くなり、安心安全が確保されます。

水中ポンプ

吐出部（試運転状況）

事業の

背　景

①

▼水中ポンプ

　（吸水槽）

③

▼吐出部

　（排水）

②▼吐出管（地中配管）

平成３年10月　大洲付近の洪水被害状況

前川排水施設が完成しました



４
月25日（日）、『前川排水施設』の吐出部を活用し、潮来

市の新たなランドマークとなる『噴水施設』の完成披露

式が行われました。当日は、除幕式、コイなどの放流式、施

設名称の名付け親表彰、嫁入り舟などが披露され、日の出中

学校ブラスバンド部により、潮来花嫁さんが演奏され式典に

華を添えました。また、会場周辺では、農業委員さんによる

祝い餅が振る舞われ、たくさんの人で賑わいました。

　この噴水施設のような、国が整備した施設に、市が追加整

備するということは大変珍しく、全国的にも例を見ない整

備・施工となりました。

　本年３月には市内在住・在勤・在学の方々を対象に噴水の

〝名付け親〟を募集したところ468件の応募があり、この中

から３名の方の名称を選定、その名称を基に〝WA  WA  ファ

ンタジア〟と命名いたしました。

　噴水は「コイ、ナマ

ズ、モクズガニのモ

ニュメント」「ミスト」

「ポップアップ」など

から水が不規則に出る

仕組みを取り入れ、午

前９時から午後８時ま

で１時間おきに計12

回、各５分間水を噴出

します。そのほか、展

望デッキに設置されて

いる料金ボックスに100円を投入すると、違ったバリエー

ションで５分間、水が噴出する仕組みになっています。

　また、夜間は８基のＬＥＤ照明により、モニュメントから

噴出する水と常陸利根川（北利根川）の水面に色が映え、

ファンタジックな雰囲気が楽しめます。さらに、この施設に

設置したモニュメントの２匹のコイは“恋の成就”。モクズ

ガニはそのハサミで悪い縁を切る。また、ナマズはモクズガ

ニが切った悪い縁を大きな口で吸い込み浄化する。というよ

うな願いが込められています。

　世代を超え“愛する人”と一緒に

訪れていただき、末永く“愛”

“恋”を誓っていただければと思

います。

　子どもたちはもちろんのこと、

大人も水とたわむれ、水と親し

み、わいわい賑わう憩いの空間を

お楽しみください。
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※噴出する水は、衛生面を考慮し、水道水を使用していま

す。噴出した水は、循環し、塩素殺菌を行い、再利用し

ています。子供たちの口に入った場合でも安心です。

の完成披露式が行われました

除　幕　式

排水施設運転開始式

噴水披露

日の出中学校ブラスバンド部

嫁入り舟披露

コイ、ナマズ、モクズガニの放流式

田市長と名付け親の方々
（右から今泉幸雄さん、鶴町あゆみさん、大﨑琳子さん）噴

ふん

水
すい

施
し

設
せつ
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行事名 実施日 実施場所

駅からハイキング ５月29日（土） 潮来駅～市内

潮来青年会議所30周年花火 ６月12日（土）・夜 北利根川

水郷の燈（すいごうのあかり） ６月19日（土）・夜 前川あやめ園

行事名 実施日 実施場所

嫁入り舟の運航 期間中の土・日曜日

前川あやめ園

市営櫓舟の運航 期間中 ５月22日（土）～

宵の嫁入り舟・櫓舟運航 期間中の土曜日・夜

あやめ踊り披露 期間中の日曜日

潮来囃子演奏 期間中の日曜日

潮来祇園祭礼おどり披露 期間中の日曜日

全国優良品種花菖蒲展示会 期間中

前川あやめ園ライトアップ 期間中

観光ボランティア案内所 期間中 前川あやめ園・旧所家住宅

潮来市特産品販路推進販売 期間中 ５月22日（土）～ 前川あやめ園周辺

行事名 実施日 実施場所

潮来節おどりの響演大会 ６月12日（土） ＪＲ潮来駅周辺

花村菊江ショー ６月19日（土） 前川あやめ園特設ステージ

  サークルや会社関係、踊りの好きな方はどなたでも応募できます。

人数制限はありませんが、一連あたり10～30名が理想です。

　日　　時　６月12日（土）午後３時～６時

　場　　所　潮来駅前大会特設会場（あやめ一丁目地内）

　申込方法　おどり参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ

　　　　　　大会事務局へお申込み下さい。

　申込締切　５月24日（月）必着

　　　　　　※潮来市ホームページからもダウンロードできます。

　お問合せ　潮来節おどりの響演大会事務局（潮来市観光商工課内）

　　　　　　　　TEL.63-1111　内線241　FAX.63-3591　URL http://www.city.itako.lg.jp/

『潮来おどり』を踊ってみよう！

第17回　潮来節おどりの響演『おどり連』を募集します

『潮来おどり』を踊ってみよう！

第17回　潮来節おどりの響演『おどり連』を募集します

関連行事

期間中の催しものなど

特別イベント

第５９回

行事名 実施日 実施場所

潮来のうたフェスティバル ６月６日（日） 潮来ホテル

関東俳句大会 ６月６日（日） 潮来公民館

囲碁大会 ６月６日（日） 延方公民館

いけ花展覧会 ６月11,12,13日 ふるさと館

弓道大会 ６月13日（日） 潮来高校

少年剣道大会 ６月13日（日） 潮来第一中学校体育館

短歌大会 ６月20日（日） 牛堀公民館

将棋大会 ６月20日（日） 中央公民館

イタコシティレガッタ2010 ６月27日（日） 常陸利根川

協賛行事



制度変更に伴う子ども手当の申請
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　次の方は継続受給となり、申請は不要です

　・児童手当を平成22年３月31日現在、潮来市で受給していた方（下記②を除く）

　・平成22年３月31日までに出生・転入などで、児童手当の認定請求等をした方

　次の方は申請が必要です

　①支給対象となる子どもを養育している方で、平成22年３月31日現在、児童手

当を受給していなかった方（中学２年生・３年生の子どもがいる方、児童手

当が所得制限などにより受給できなかった方、児童手当未申請の方など）

は、「子ども手当認定請求書」の提出が必要です。

　②平成22年３月31日現在、児童手当を受給していた方で、中学２年生・３年生

の子どもが新たに支給対象の子どもに加わる方などは、「子ども手当額改
定請求書」の提出が必要です。

　申請の手続き

　申請対象となる方には、４月下旬に申請書を発送しましたので、必要書類を

そろえて提出してください。なお、対象となる方で申請書が届かない場合に

は、お知らせください。

　公務員の方は、勤務先での申請となりますので、ご確認ください。

　認定請求に必要なもの

・印　鑑（認め印可）

・申請者名義の預（貯）金通帳の写し

・申請者の健康保険証の写し（社会保険加入の方）

・子どもを含む世帯全員の住民票（子どもが潮来市外に居住の場合）

・別居監護申立書（別居の子どもを養育している場合）

・その他必要に応じて提出する書類があります。

※父母ともに収入がある場合は、子ども手当の支給対象となる子どもの生計を

維持する程度（所得等）の高い方が申請者となります。

　提出期限日　平成22年９月30日（木）

　制度の変更に伴い、新たに受給者となった方で、提出期限日までに申請が

あった場合は４月分からの受給となります。

注１　提出期限日以後の申請は、申請があった翌月分からの受給となります。

注２　平成22年６月10日（木）に手当の支給を受けるためには、平成22年５月

20日（木）までに申請していただく必要があります。お早めに手続きを

お願いします。

注３　平成22年４月１日以降に出生・転入などで、受給対象となった方は、出

生・転入（転出予定日）の翌日から15日以内に申請をしてください。

　　　手続きが遅れますと、手当が受け取れない月が発生する場合があります。

　平成22年４月分から「児童手当」に代わり、次世代の社会を担う子

どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校３年生までの

子どもを対象に「子ども手当」が支給されます。

児童手当 子ども手当

所得制限 あり なし

支給対象 小学６年生まで 中学３年生まで

支給額（月額）
子ども１人につき

　３歳未満　　　10,000円
　３歳以上～小学６年生
　　第１・２子　 5,000円
　　第３子　　　10,000円

13,000円

お問合せ　潮来市　社会福祉課　子育て支援室　TEL.６３-１１１１　内線３８６

制度変更に伴う子ども手当の申請

2222
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シティーニュースフラッシュ

　４月３日（土）、権現山公園桜まつりにおいて花

の交流会と題したイベントが行われ、踊りやカラオ

ケ、ギター演奏が披露されました。

　公園内では模擬店がたくさんの人で賑わいを見

せ、昔ながらの遊びが体験できるコーナーでは、フ

ラフープ、輪投げ、シャボン玉作りに熱中する子ど

もたちの笑顔で溢れていました。

第26回　権現山公園桜まつり
～花の交流会～

　４月４日（日）、前川あやめ公園において、潮来

公民館（坂本貴徳館長）主催による「さくら祭り」

が開催されました。会場では焼きそばやラーメンな

どの模擬店、潮来ばやし演奏やカラオケ大会などが

催され、賑わいをみせていました。

　また、来場客に甘酒やポン菓子が無料で振る舞わ

れ、ポン菓子を製造する機械の周りには子どもたち

の輪ができていました。

第35回 さくら祭りが開催されました

　市内小学校新入学児童（265名）に団体・企業か

ら交通安全啓発品等が寄贈され、４月６日（火）の

入学式当日に全児童に配布いたしました。

　新小学一年生が元気に通学し、楽しい学校生活を

スタート出来たことに深く感謝申し上げます。

「児童氏名ゴム印」　◇潮来市交通安全母の会連合会

「防 犯 ブ ザ ー」　◇常陽銀行潮来支店　

「鉛　　　　　筆」　◇㈱東関東レッカーサービス

「ランドセルカバー」　◇行方地区交通安全協会

「ノート」「連絡袋」　◇行方警察署・行方地区防犯協会

「クリアファイル」　◇茨城県石油業協同組合

「交通安全横断旗」　◇ＪＡ共済

「交通安全帽子」　◇全国共済農業協同組合連合会

「黄色いワッペン」　◇㈱みずほフィナンシャルグルー

プ、㈱損害保険ジャパン、明

治安田生命保険相互会社、第

一生命保険株式会社

新入学児童に９団体より寄贈

　４月16日（金）、日の

出中学校において、日

の出中学校屋内運動

場・武道場新築工事の

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、「環境・

安全に配慮した設計となっている。工事関係者の方

には安全に配慮し、事故の無いよう工事を進めてい

ただきたい」と挨拶をしました。

安全祈願

広報いたこ 2010
５月号 Vol.110

・笹本　宣博 衣類・五月人形
・善意の箱 912円
・橋本　　隆 8,700円
・潮来市消防団同志会 30,000円
・匿　　名 2,000円

善意銀行 （４月分・敬称略）
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　３月25日（木）、潮来工業団地内に立地する株式会

社千代田グラビヤさんの第３工場竣工式が執り行われ

ました。千代田グラビヤさんは印刷を主たる事業とし

て操業を行う潮来市を代表する企業の一つで、第３工

場では主に「産業用資材への印刷」という最先端の印

刷技術を駆使した事業が行われる予定です。今回の工

場増設により、市内の産業の活性化、雇用機会の増加

が期待されています。

　なお、今回の工場建設は、立地企業への優遇策を規

定した「潮来市固定資産税の特例措置及び雇用の促進

に関する条

例」の新規指

定第１号とな

る記念すべき

もので、式典

及び直会式に

参列した 田

市長は、「水郷潮来という全国的なブランドを最大限

活用していただき、市と共に今後も発展を続けましょ

う。」と挨拶しました。

株式会社千代田グラビヤ
潮来第３工場の竣工式が行われました

　日常生活に欠か

せないごみ袋が、

明るく親しみやす

く、そしてごみの

分別をしやすくす

るデザインに決定

しました。みなさ

まのたくさんのご

応募ありがとうご

ざいました。

　５月下旬には、新しいデザインのごみ袋が、店頭

に順次並ぶ予定です。

　尚、今までのデザインのごみ袋も使用できます。

＊３月25日（木）に表彰式を行いました。

　市内小学生ら４名の方の作品が選ばれました。

おめでとうございました。

潮来市指定ごみ袋新デザインが決定
しました

広報いたこ 2010
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　西町区では、（財）自治総合センターが実施する

「平成21年度コミュニティセンター助成事業」の助

成により、西壹丁目会館を整備しました。

　この助成事業は、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ために必要

な施設を整備するためのものです。

　同区では、この西壹丁目会館を、更なる地域活動

推進の拠点とするとともに、より一層区内の親睦を

深める憩いの場として積極的に活用していくとのこ

とです。

宝くじの助成金でコミュニティセン
ターを整備しました

整備された西壹丁目会館

《広　告》

※ご予約時に「チラシを見た」とお伝え下さい
（ヘアーサロンエススタイルコア）

OPEN　10:30 ～ 20:30
TEL　0299（66）7007

初回の方のみ有効

メニューなど
お問い合わせ下さい

潮来市日の出5-11-9 茂木林業マンション

完全予約制

OPEN記念
５月・６月限定!!

（税込） （税込）

チャイルドCut（小学生まで）

\2,625 → \1,050
チャイルドCut（小学生まで）

\2,625 → \1,050
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

　４月20日（火）、潮来カ

ントリークラブにおい

て、潮来ライオンズクラ

ブ（立原幸治会長）主催

による「第６回チャリ

ティゴルフ大会」が盛大

に開催されました。

　また、クラブを代表し

て立原会長から本市の各

種団体に対して、多額のご寄付をいただきました。

ありがとうございました。市民福祉向上のため有効

に活用させていただきます。

○潮来市社会福祉協議会　　　 　　（50,000円）

○潮来市身体障害者福祉協議会　 　（30,000円）

○潮来市青少年育成潮来市民会議　 （50,000円）

○いきいきITAKOスポーツクラブ　  （50,000円）

○潮来市グラウンドゴルフ大会　　（100,000円）

潮来ライオンズクラブ「第６回チャ
リティゴルフ大会」が開催されました

　４月19日（日）、中央公民館にて潮来青年会議所

（沼田豊基理事長）主催による「ちびっ子オセロ

キャラバン2010」潮来地区大会が開催されました。

　沼田理事長は潮来地区から集まった多くの小学生

達に「オセロを通して礼儀を学ぶと同時に、違う学

年の子どもたちとの交流を楽しんで欲しい」と挨拶

をしました。

今大会の上位

５名は８月29

日（日）に水

戸市で開催さ

れる県大会に

出場すること

になりまし

た。

ちびっ子オセロキャラバン2010
　４月11日（日）、永山地区において金刀比羅神社

祭礼が執り行われました。

　永山地区を10

時間以上に渡

り、御輿が練り

歩き、担ぎ手は

もちろん、それ

を支援する方々

の力もあり、祭

りは大いに盛り

上がりました。

金刀比羅神社祭礼

《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》

※指導歴45年（門下生に日展入選・読売展・県展入賞・入選・師範多数）

※幼稚園生から八十歳超まで

日本書作院副理事長・読売展理事・企画委員・審査員・茨城書道美術

振興会理事長・茨城県展委員・審査員を歴任・茨城書壇の第一人者

詳しくは

TEL 0299-66-2477 宍倉 風まで

潮来市潮来437-1

宍倉 風書道教室
生徒募集（入会随時）

　４月11日（日）、中央公民館にて、日の出公民館

（篠塚広美館長）主催による三世代交流が催されま

した。会場の模擬店では焼きそば、かき氷、水あめ

などが用意され、たくさんの人々で賑わいをみせて

いました。

　運動場では輪投げ、ベーゴマ、靴飛ばしなど、昔

ながらの遊びを

大人から教わる

子どもたちの姿

があり、三世代

交流の名にふさ

わしい、素晴ら

しい交流がなさ

れました。

三世代交流
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件　　　　名 施工場所
予定価格（円）

（税抜き）

落札額（円）

（税抜き）
契約会社名 業者数

般 工 国21-6号配水管更新工事 潮来市辻地内 23,300,000 22,210,000 ㈲平松工業 14

般 工 21国補流潮公下第3号管路施設工事 潮来市洲崎地内 7,700,000 6,880,000 成毛建設㈲ 10

般 工 21国補流潮公下第7号管路施設工事 潮来市日の出地内 6,100,000 5,790,000 ㈲七福建設 16

般 工 H21国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第2工区 潮来市日の出地内 17,900,000 17,000,000 ㈲櫻屋建設工業 12

般 工 H21国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第3工区 潮来市日の出地内 21,000,000 20,000,000 軍司建設㈱ 13

般 工 延方小学校外構工事 潮来市延方小学校内 12,600,000 12,000,000 ㈱江口工務店 10

指 委 小学校校舎・屋内運動場耐震診断業務委託 潮来市内小学校 39,800,000 31,840,000 ㈱横須賀満夫建築設計事務所 8

指 工 冷暖房設備改修工事 潮来市潮来地内 13,300,000 13,140,000 酒井鉄工所 9

指 工 旧大生原幼稚園解体工事 潮来市水原地内 2,500,000 2,430,000 潮来緑地開発㈱ 7

指 工 H21潮来市公園遊具撤去工事（第1工区） 潮来市延方及び日の出地区 2,300,000 2,220,000 ㈱田崎工業 5

指 工 H21潮来市公園遊具撤去工事（第2工区） 潮来市あやめ及び牛堀地区 2,800,000 2,620,000 ㈲赤尾建設 5

指 工 H21潮来市公園施設修繕工事（ベンチ修繕） 潮来市延方及び牛堀地区 2,200,000 2,130,000 ㈲大崎工務店 4

般 工 21国補流潮公下第6号管路施設工事 潮来市洲崎地内 10,900,000 10,400,000 大塚建設㈱ 14

般 工 H21市道（潮）2級22号線道路改良工事 潮来市辻地内 7,500,000 7,170,000 ㈲山本工務店 12

般 工 H21市道（潮）494号線道路舗装工事 潮来市小泉地内 5,100,000 4,880,000 ㈱松田建設潮来営業所 9

般 工 平成21年度米島舟溜樋門改修工事 潮来市米島地内 5,300,000 5,180,000 ㈱アクアテルス南関東支店 6

指 工 21単独流潮公下第２号管路更生工事 潮来市曲松南地内 4,700,000 4,550,000 浅野工務店 7

指 工 H21国補大塚野地区排水路整備工事 潮来市潮来地内 4,600,000 4,370,000 広域事業(同) 9

指 工 H21国補前川運動公園整備工事　第3工区 潮来市前川地内 4,500,000 4,250,000 ㈱茂木工務店 9

般 築 市営大生住宅解体工事（1工区） 潮来市大生地内 10,670,000 10,270,000 ㈱三ツ矢工業 13

般 築 市営大生住宅解体工事（2工区） 潮来市大生地内 14,480,000 13,800,000 水郷建設㈱ 12

般 築 市営大生住宅解体工事（3工区） 潮来市大生地内 13,870,000 13,150,000 ㈱鈴木工務店 13

般 工 H21前川あやめ園土留整備工事 潮来市潮来地内 18,100,000 17,350,000 ㈱生井沢工務店 10

般 工 H21前川あやめ園園路整備工事 潮来市潮来地内 7,400,000 6,490,000 成和電設㈱ 9

般 工 H21市道（牛）2級2号線道路改良工事 潮来市島須地内 7,400,000 7,090,000 ㈱松崎土木 4

般 工 H21市道（潮）2級24号線道路改良工事 潮来市潮来地内 6,200,000 5,980,000 澤田建設㈱ 6

般 工 H21国補市道（潮）2級21号線道路改良工事 潮来市新宮地内 6,900,000 6,600,000 軍司建設㈱ 7

般 工 H21市道（牛）2279号線道路改良舗装工事 潮来市永山地内 8,700,000 6,480,000 ㈱田崎技術 4

般 工 牛堀中学校体育館外壁改修工事 潮来市牛堀中学校 20,900,000 19,840,000 松崎建設㈱ 5

般 工 H21国補市道（潮）1級10号線舗装工事 潮来市潮来地内 5,800,000 4,560,000 上羽建設㈱ 10

般 工 21-5配水管布設替工事 潮来市米島地内 980,000 8,280,000 ㈱篠塚工業所 11

指 工 21-6配水管布設工事 潮来市新宮地内 3,200,000 2,690,000 浪逆工業㈱ 7

指 工 延方小学校屋根改修工事 潮来市延方小学校 3,200,000 3,080,000 イシイ工業㈱ 7

指 工 潮来保育所エアコン改修工事 潮来市保育所 6,900,000 6,600,000 宮本電業社 7

指 工 牛堀学童教室エアコン改修工事 潮来市堀の内地内 2,000,000 1,880,000 高野電設㈱ 7

指 工 屋上防水改修工事 潮来市潮来地内 1,700,000 1,640,000 澤田建設(株) 7

指 工 Ｈ21市道（牛）2級2号線道路改良工事（第2工区） 潮来市島須地内 3,200,000 3,100,000 東城建設㈱ 6

般 築 日の出中学校屋内運動場・武道場新築工事 潮来市日の出地内 641,800,000 628,000,000 幸武・松崎特定建設共同企業体 3

般 工 Ｈ21国補市道（潮）1202号線道路改良工事 潮来市前川地内 33,100,000 31,440,000 ㈱森内建設 8

指 物 事務用ノートパソコン（公共施設ＩＴ化推進事業）購入 潮来市役所内 4,200,000 3,276,000 ㈱テックス 6

指 物 教育用パソコン購入 潮来市内小学校 4,700,000 2,497,000 住金プラント㈱ 7

指 物 小型動力ポンプ購入 潮来市役所 4,700,000 4,660,000 ㈲カミス綜合防災 5

平成21年度　入札結果
（平成21年10月１日～平成22年３月31日）

《広　告》《広　告》

ＴＥＬ　０２９９（９１）１１７１（完全予約制）
茨城県神栖市大野原４－７－１ 鹿島セントラルビル本館８階

http://kamisuhimawari.com/

事務所　千葉県香取市山之辺1463-7（国道51号線沿い）

　　　　　　　　　　　　   FAX 0478（58）2808
　　　　　　　　　　　　   携帯 080・5030・5665

借金の整理

鈎0478（58）2777㈹

債 務 整 理・自 己 破 産

過払金返還請求・不動産登記

会社登記・裁判手続・法律相談 黒田 良一
司 法 書 士

借金を整理して生活を楽に
あなたのお困りごと無料相談室

交通事故 離婚
まずは弁護士にご相談ください

弁護士 柴田　大輔（茨城県弁護士会所属）

神栖ひまわり基金法律事務所
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　来る5月30日（日）第24回潮来トライアスロン全国大会が、全国11都府県から大勢

の選手をあつめて、盛大に開催されます。

　大会当日、自転車コース及びその周辺で下記のような交通規制が実施さ

れます。コースとして使用する道路は8:00～11:20の間、選手が走っており、交通

規制標識・係員を配置しますが、車通行、沿道のみなさんには大変ご迷惑をおかけ

します。ご協力よろし

くお願いいたします。

　特に、自転車コース

内の駐車は選手の走行

に支障をきたしますの

で、ご遠慮ください。

　今年は、５年に一度の　国勢調査　の年です。

　期日は、10月１日基準日で全国一斉に行います。調査対象は、す

べての世帯です。調査の結果は、国や地方公共団体の行政施策での

利用をはじめ、その他の基礎資料を得ることを目的としています。

また、個人の生活設計や企業の事業計画など様々な場面において利用

されています。

みなさん、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

　　お問合せ　潮来市　総務課　統計グループ
　　　　　　　TEL.６３-１１１１　内線２３２

平成22年 国勢調査 のお知らせ

《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

《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

お問合せ　茨城県トライアスロン協会内
　　　　　潮来トライアスロン全国大会事務局　TEL.63-2328
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　茨城県では、地球温暖化を防止するため、各家庭でアイディアを出し合いながら省エネ（電気量の削減）を競

い合う「大好き いばらき エコチャレンジ2010」に参加する家庭を募集しています。５世帯以上で参加するグ

ループコースと、個人コースのどちらかを選んで参加いただけます。

　電気使用量が少ない、電気使用量の削減率が高い、又は創意工夫して省エネに取り組んだ参加者については、

表彰し、賞品を贈呈します。

　潮来市地球温暖化対策実行計画は、市公共施設の温室効果ガス総排出量を平成12年度の実績数値を基準に平成14年度か

ら平成18年度までの５ヶ年で３％削減することを目標としています。平成12年度の温室効果ガス総排出量7,722,487kgを

平成18年度までに7,490,813kgまで削減する計画でした。以下のとおり、平成20年度は、4,350,606kg（削減率44％）の

結果でした。 （単位：kg）
年 度 電 気 ガソリン 灯　油 軽　油 Ａ重油 Ｃ重油 ＬＰＧ その他 計 削減率
Ｈ．12 3,115,989 142,195 1,680,074 65,077 534,050 2,063,389 112,235 9,478 7,722,487 基準年
Ｈ．18 2,995,618 123,787 639,837 29,821 411,984 0 19,948 8,464 4,229,459 45%
Ｈ．19 3,021,301 135,040 624,874 23,392 456,491 0 15,287 8,585 4,284,970 45%
Ｈ．20 3,010,557 136,569 688,209 24,123 467,174 0 15,407 8,567 4,350,606 44%

温室効果ガス総排出量の結果をお知らせします

※平成17年度よりクリーンセンターの灰溶融施設が停止した（Ｃ重油の使用がなくなった）ため、削減率も大きく

なっております。

eco vol.2
提出先・お問合せ　〒310-0011 水戸市三の丸１-５-３８　茨城県三の丸庁舎２階

　　　　　　　　　大好き いばらき 県民会議事務局　　　　TEL.029（224）8120  FAX.029（233）0030

　　　　　　　　　（茨城県環境政策課　地球温暖化対策室　TEL.029（301）2939）

○応募資格

　・応募資格は、県内に居住している方です。どち

らかのコースを選んでいただきます。

　①グループコース…原則５世帯以上のグループ

　　　　　　　　　　（例えば、町内会、学校、

　　　　　　　　　　 職場、仲間などのグループ）

　②個人コース………各世帯

○募集期間

　　平成22年４月１日（木）から

　　　　　　平成22年６月30日（水）まで

○取組内容

　平成22年７月から８月の２ヶ月間、家庭で節電など電気

使用量の削減に取り組んでいただき、結果（電気使用量）

を報告していただきます。

○応募方法

　インターネット又は郵送、ＦＡＸから申し込みができます。

　○茨城県のホームページ『環境いばらき』

　　（http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/）
　○申込用紙はホームページからダウンロードするか、環境

課にあります。

大好き いばらき エコチャレンジ2010 参加募集
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

　潮来市かすみ保健福祉センターでは、市民の皆様の

健康をお助けするいろいろな事業を行っています。

お気軽にご相談ください。

生活習慣病を予防するための健診の実施

１ 生活習慣病予防健診（19～39歳の方）
２ 特定健康診査（40～74歳の国民健康保険に加入している方）
３ 高齢者健康診査（75歳以上の方）

がん検診の実施

１ 肺がん検診（19歳以上の方）
２ 胃がん検診（40歳以上の方）

３ 大腸がん検診（40歳以上の方）
４ 前立腺がん検診（50歳以上の方）
５ 子宮（頚部）がん検診（20歳以上の方）

６ 乳がん検診（超音波検診30歳以上の方
　　　　　　　 マンモグラフィー40歳以上の方）

１ ヘルスウォーキング
２ 献血の実施

３ 食生活改善の推進
４ イキイキ☆健康サロン（５月から毎月開催。※詳細は別途お知
 　らせします。）
５ 市民☆健康カードの作成（健康相談などを受けていただくと１
 　ポイント。10ポイントたまると素敵な特典があります。）

Ⅱ　大人の方に関すること

Ⅲ　健康づくりなどに関すること 

Ⅰ　お子さんに関すること
１ マタニティーセミナー：妊婦さんや家族の方を対象としています。お友達作りの場としてもご利用ください。

２ 生後２ヶ月児の全戸訪問：生後２ヶ月ころに保健師が家庭訪問をします。
３ ４ヶ月児、７ヶ月児、１歳児育児相談：身体計測や個別相談を行います。
４ １歳６ヶ月児、３歳児健診：身体計測、医師による内科歯科健診、個別相談等を行います。
５ 各種予防接種：医療機関で個別に受ける場合と保健センターにおいて集団で行う場合があります。

検診日程　平成22年８月16日（月）～20日（金）、24日（火）～27日（金）

　　　　　９日間実施。　午前６時30分～　受付開始

対 象 者　潮来市に住民登録があり40歳以上の方

検診料金　胃がん検診　　受診者負担500円（検診料金総額：4,750円）

　　　　　大腸がん検診　受診者負担300円（検診料金総額：1,680円）

申込方法　該当者全員に往復はがきで通知いたしますので、返信用はがき

を返送ください。（申込はがきは、５月25日頃発送予定です。）

その他検診

１ 肝炎検査（40歳以上で未受診の方）
２ 骨粗しょう症検診（19歳以上の方）

健診受診者に対し生活習慣病を予防する

ためのご支援

１ 健診結果説明会

２ 個別支援（家庭訪問等）
３ 各健康学習会の開催

こころの健康相談

（専門医による相談指導：予約制）

健康メモ

※その他、随時、電話や来所、訪
問等で健康に関する相談に応じ
ています。お気軽に保健セン
ターまでご連絡ください。

※健診等の案内については、保健
予防カレンダー・広報いたこ・
個別通知等をご確認ください。

こんにちは！
保健センターです

胃がん、大腸がん検診の

申込が始まります

忘れずに

申し込みましょう
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　平成22年度潮来市のテーマ「続・健康」に基づき、あなたの身近な集会所（全地区集会所66箇所）に

出向き「いきいきヘルス体操」教室を、５月６日から各地区７箇所で２回ずつ展開しています！

　この機会に、体にやさしい無理のない健康体操をご家族で始めてみませんか？老若男女どなたでもい

つでも始められる「いきいきヘルス体操」で、日頃の疲れを解消し健康体に変身しましょう!!また、そ

の他に次の内容も実施しています！

いきいきヘルス体操巡回教室カレンダー

※なお、地区事業の都合等により変更

がある場合は、お知らせいたします

のでご了承ください。

◎申し込み方法　当日、ご自由にご参

加ください。

◎用意するもの　※タオル・飲み物・

動きやすい服装で参加ください。

月 実施日 潮来 日の出 津知 延方 大生原 かすみ 八代
６日（木）・20日（木） 西丁 １丁目 新町 曲松 水原１ 牛堀第一 芝宿
７日（金）・21日（金） 大塚野 ２丁目 後明 須賀 水原２ 牛堀第二 横須賀西
11日（火）・25日（火） 浜丁 ３丁目 将監 古高 水原３ 永山東 横須賀東
12日（水）・26日（水） 上丁 ４丁目 江寺 小泉 釜谷 永山西 台上戸
13日（木）・27日（木） 下丁 ５丁目 貝塚 新宮 大生 堀之内 宿
14日（金）・28日（金） あやめ２丁目 ６丁目 築地 大山 大賀 茂木 古宿
５/18（火）・６/１（火） 二丁目 ７丁目 川尾 下田 清水 赤須
５/19（水）・６/２（水） 三丁目 ８丁目 洲崎
５/19（水）・６/２（水） 四丁目 大洲 東
３日（木）・17日（木） 五丁目 西
３日（木）・17日（木） 六丁目 徳島
３日（木）・17日（木） 七丁目 福島
４日（金）・18日（金） 八丁目 米島
４日（金）・18日（金） 七軒丁 前川
４日（金）・18日（金） 十番
８日（火）・22日（火） 十四番

　「減る脂～ガードウォーキング」では、潮来市

在住の20歳以上の方を募集します。

　そして、原則として週に１回以上のウォーキン

グ活動ができる方にお願いします。

☆ご協力いただける方は、参加申込書を【かすみ

保健福祉センター】に提出ください。（募集は

６月から開始する予定です。）

☆参加いただいた方には、活動時に着用する物品

（ウォーキング用ジャケット等）を配布いたし

ます。（募集の取りまとめ終了後、７月から配

布予定です。）

◎この機会に「ラジオ体操」をしっかり覚えましょう！

◎市保健師の健康相談会「市民☆健康カード」のポイン

トアップ！につなげましょう！

◎食生活改善推進員による、減塩食等の簡単健康レシピ

を紹介いたします！

◎ご当地体操「いきいき潮来音頭」で楽しみましょう！

平成２２年度潮来市健康づくり事業
いきいきヘルス体操地域巡回教室開催中！

事前申し込み・連絡先（事務局）

○潮来市かすみ保健福祉センター

住　所　潮来市島須777

　　　　TEL.64-5240 FAX.80-3077

E-mail：kenkou@city.itako.lg.jp
（センターアドレス）

　日頃から健康のために、ウォーキングやジョギング、犬の散歩などをされる方。　
　ちょっと最近太り気味かなぁ??と感じ、少し歩くか！と決意された方。

　市では、その時間を少しだけ地域の防犯のために役立てていただきたく、

　　　　「減る脂～ガードウォーキング」のメンバーを募集します！

　また市では、普段のちょっとした買い物や通勤に歩いて行くことは、健康のためだけではな
く、地球温室効果ガスの原因になるＣＯ２も削減できるので、推進しています!!

ウォーキングやジョギングを楽しんでいるみなさんへ…

こんな活動をお願いします
　ガードウォーキングの活動内容は次のようなことを率先

して行いましょう。

１　ウォーキングをしている時に、不審な人物やあやしい

行動をしている人物を見かけたら、警察に通報する等

の地域の防犯に協力してください。

※自身の都合のよい時間において実施し、無理や危険のな

いように活動しましょう。

２　積極的にあいさつや声かけ運動を行いましょう。

※地域の子供たちの手本となって、子供たちを見守ってあ

げてください。

いきいきヘルス体操地域巡回教室各地区集会所日程表
（火、水、木、金を各地区２回ずつ 19:00から21:00）

減る脂
ヘ ル シ ー

～ガードウォーキングのメンバーを募集します！

「いきいきヘルス体操」の他に、「ラジオ体操」や「いきいき潮来音頭」など

楽しい体験が盛り沢山の内容です！
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 ６月の図書館カレンダー 
※休館日は、６月１６日（水）

館内整理日となります。

14

図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

今月の本棚（６月）

作品　「青い鳥」、「眠れる森」、「結婚前夜」、「氷の世界」などのテレビドラマ

脚本で高い評価を受ける一方、ミステリー小説作家としても活躍しま

した。北野武の映画監督デビュー作（「その男、凶暴につき」）の脚本

を手掛けたことでも知られています。1998年、『眠れる森』『結婚前

夜』で第17回向田邦子賞受賞。詳しくは、図書館に設置している「今

月の本棚資料リスト」をご参照ください。

６月３日（木）午前11時30分～正午

０～３歳児のおはなし会

（子育て広場）

図書館友の会

６月６日（日）午後２時～午後２時30分

「やさい」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

６月12日（土）午後２時～午後２時30分

「雨」のおはなし

図書館友の会

６月17日（木）午前11時30分～正午

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

６月26日（土）午後２時～午後２時30分

「おとうさん」のおはなし

図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

広報いたこ 2010
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お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

20
午前11時～ 人魚姫 － 子ども向け

午後２時～ 父と暮せば
宮沢りえ

浅野忠信／出演

青少年・

大人向け

特集　野沢　尚（脚本家、推理小説家）

図書館員おすすめの本

　節約できるからエコな暮しをする、エコロジーだから

節約するというように節約＆エコな暮しというのが一般

的になりつつあります。「節約主婦９人の暮らしワザ」、

「節約の大常識」、「エコライフのすすめ」、「エコで素敵に

暮らす45のストーリー」、「茨城エコチェックシート」など節約・エコ・リサ

イクルを中心に本やネット情報などを紹介いたします。図書館だより「ク

ローバー」でもＥＣＯを特集していますので、そちらもご利用ください。

特集 「ＥＣＯな暮らし」

作品　「なすの与太郎」、「やさいのおなか」、「キャベツく

ん」、「ねぎぼうずのあさたろう」、「かぼちゃ人類学」

など、苦手なやさいでも好きになれそうな、ちょっと

食べたくなるような絵本を集めました。

特集 やさいでげんき！児童本特集（６月）

◎図書の寄贈大歓迎！

　潮来市立図書館では、市民の皆様からの図書の寄贈を受付しております。寄贈していただけ

る場合は、図書館受付カウンターに直接お持ちください。郷土の歴史資料、小説、コミック、

絵本など、皆様の暖かいご支援をお待ちしております。

図書館からの

お知らせ

新コーナー名：茨城県推奨図書コーナー
　⇒「茨城県推奨図書」とは、図書館司書、読書団

体、出版社から申し出（推薦）のあった本の中

から、「茨城県青少年のための環境整備条例」

に基づいて推奨したものです。幼児、小学生、

中学生、高校生・勤労青少年向けと４分野にわ

かれています。平成19年～平成21年の推奨図書

を展示貸出しています。

新コーナー名：
「よい絵本」コーナー
　⇒「よい絵本」とは、

全国学校図書館協

議会が保育園・幼

稚 園・公 共 図 書

館・絵本研究者・小中高大学の関係者と共に、新刊本の絵

本を中心に研究を行い、隔年、その成果を発表していま

す。図書館では、よい絵本の中から、日本の絵本、昔話、

外国の絵本、知識の絵本の４つにわけ、小学生～高校生ま

でを対象にした絵本の展示貸出をしています。

コーナーのお知らせ新
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

イタコシティレガッ
タ2010
＋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

子育て広場（中）
婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）

（日の出中）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.3月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H21.6月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（図）
婦人科検診（か）

婦人科検診（か）

子育て広場（図）
ポリオ（か）

（H22.2月28日以前生）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
ポリオ（か）

（H22.2月28日以前生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.10月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）

（潮来一中）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H20.11月生）

ストレッチ体操（い）

June

子育て広場（中）
お元気会（い）
ＭＲ（麻しん風しん）

（潮来二中）
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潮来
シリーズ

第45回

潮来市の誇れる文化

普
門院の御本尊、船越地蔵の由来は、建

けん

長
ちょう

四年（1252）九月

十五日鎌倉時代の高僧
こうそう

忍
にん

性
しょう

菩
ぼ

薩
さつ

が仏法を広めるために常陸
ひ た ち

の国に下
げ

向
こう

し、鹿島神社に詣で、七日の間、衆
しゅ

生
じょう

済
さい

度
ど

（※１）

を物語ったところ、「鹿島社の神木の南枝をもって六
ろく

道
どう

能
のう

化
げ

の

地蔵を刻み、永く洲崎普門院普渡寺に安置すれば、渡海安全・

五穀豊穣・国家安泰
あんたい

となるであろう」と神託
しんたく

が下った。そこで

忍性菩薩は、南に指した枝を伐
き

って地蔵尊三体を彫刻し、この

一刀三体の像は鹿島神の告げにより、一体は普門院、一体は普

渡寺（大船津）、一体は菩薩寺にそれぞれ安置された。

　この地蔵が普門院船越地蔵として尊ばれたのは、この入り海の

普門院前の水路は、潮の流れが速く、常に渦を巻く荒川であり、

太平洋の海が逆流するため、いつしか鰐
わに

が住んで渡し船を覆
くつがえ

し

人々を取り喰う被害が絶えなかった。そこで近村の人々は、鹿

島社に詣でお祈りをした。次の日、一人の僧が川辺に佇
たたず

み、水

上に向かい読経
どきょう

を始めた。すると水面にわかに逆巻が立ち、風

を起こし、丈余
じょうよ

（約３メートル）の鰐の群れが出現し、回りな

がら太平洋に流れ去ったという。その後この僧は普門院の地蔵

堂へ忽然とその姿が消えた。その後、渡船の事故もなく、五穀

豊穣、人々は忍性作の船越地蔵を尊んだという。

　地蔵尊は現在、表面が尊
そん

容
よう

も見分けがたいほど朽
きゅう

損
そん

してい

るが、欅
けやき

材の一本造りで丈三尺三寸で楊の船に乗っている。

※１：仏道によって、生きているものすべてを迷いの中から救済

し、悟りを得させること。

　　　　　　　　　　　　　潮来市文化財保護審議会

　副会長　山澤　幸次

● 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）
婦人科検診（か）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.1月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（図）
婦人科検診（か）

婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）

（牛堀中）

のぎく会（い）

月6 の
カレンダー

潮来のうたフェス
ティバル

＋当番医

常南医院563-1101

潮来おどりの響宴大会
ＪＣ花火大会

花村菊江ショー
水郷の燈

子育て広場（中）
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