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松田　朋子 さん

　自分がプリンセスになると

は思っていませんでした。プ

リンセスは私一人ではなく、

あやめ娘全員に対して贈られ

たものだと思っています。37

日間サポートしてくださった

皆さま本当にありがとうござ

いました。

浅野さくら さん

　素晴らしい賞をいただける

ことを嬉しく思います。12名

のあやめ娘と過ごせたことが

最高の思い出となりました。

そして関係者の皆さまに対し

ては心から感謝を申し上げた

いと思います。本当にありが

とうございました。

Princess iris
Princess iris

Congratulations

!!!!
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撮影：沼田　淳子 氏

年度 入込客数

19 65万人

20 75万人

21 80.5万人

22 83万人

あやめまつり
大会本部調べ（　　　　　　　）
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撮影：前島　　治 氏
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お問合せ　潮来市　社会福祉課　子育て支援室　TEL.６３-１１１１　内線３８６
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平成22年
８月１日
　から

《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
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お問合せ　潮来市　都市建設課　地籍用地グループ　TEL.６３-１１１１　内線３４８・３４９

　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。

　　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

みなさんのご理解とご協力のほど、

よろしくお願いします。

平成21年度 実施区域略図
平成22年度
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　６月27日（日）、常陸利根川（潮来市ボートコース）に

おいて、イタコシティレガッタ2010及び第44回水郷潮来レ

ガッタ、第1回関東中学選手権大会が開催されました。当

日は強風が吹く、あいにくの天気でしたが、小学生から大

人まで多くの方々が出場し、熱戦が繰り広げられました。

　入賞したチームには、賞状やトロフィーの他、副賞とし

てメロンや特別栽培米コシヒカリ潮来あやめちゃんが贈呈

されました。結果は次のとおりです。

強風の中の熱戦 レガッタ大会開催

　４月30日に退任した根本健助前教育長の後任に、仲澤富正教育長
が就任しました。
　仲澤教育長は、鹿行教育事務所人事課長などを歴任し、６月18日
に行われた第２回潮来市議会定例会最終日において、教育委員の任
命につき同意され、同日開催の潮来市教育委員会にて教育長に選任
されました。
　仲澤教育長は今後の抱負として「潮来第一中学校での校長として
の経験等を生かし、潮来市の学校と家庭・地域社会が一体となって
子どもたちの健やかな育成を目指すとともに、潮来市民一人一人の
生涯学習が充実・発展しますよう推進してまいります」と述べられ
ました。
　前任の根本教育長につきましては、６年４ヶ月に渡り潮来市の教
育行政にご尽力されました。たいへんお疲れさまでした。

仲澤富正教育長が就任

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位

小学生の部
ワセダクラブ　タラちゃん

（戸田市）
サンライズ

（潮来市）
ワセダクラブ　イクラちゃん

（戸田市）
潮来ファイヤーズ

（潮来市）
ドラゴンファイターズ

（潮来市）
ＭＯ～ガールズプラスワン

（潮来市）

実年の部
戸田レインボウ s゙tep by step″

（戸田市）
名古屋ローイング

（東京都）
議会ＯＢ　輝

（潮来市）
スティングじじいず

（潮来市）
ＫａＷａＯ　1516

（潮来市）
潮来市体育指導委員

（潮来市）

男女混合の部
筑波大学

（つくば市）
チーム宮川

（鹿嶋市）
ＩＢＳ父母チーム

（潮来市）
はじけるピーナッツ

（香取市）
ＴＡＯＦＹ

（潮来市）
なんでもしすぎ（ミズスマシ）

（鹿嶋市）

女子の部
いきあたりばったり（高校生）

（潮来市）
潮来選抜（中学生）

（潮来市）
ＩＴＡＫＯ　花組

（潮来市）
アラサー？！

（潮来市）

壮年の部
サンデービキナーズ

（香取市）
君津ボートクラブＡ

（君津市）
元気ですか～！2010

（鹿嶋市）
アメンボウ

（横浜市）
キリン協和フーズＡ

（阿見町）
スティングおっさんず

（潮来市）

成年の部
ＷＥ　ＣＡＮ　ＤＯ　ＩＴ

（潮来市）
宮ランチ

（つくば市）
君津ボートクラブ

（君津市）
ワセダクラブ　マスオ

（戸田市）
で部

（潮来市）
茨城大学ーローリング・キャノンー

（水戸市）

種　目 優　勝 準優勝

女子シングル

スカルの部

江藤　麻子（茨城大学Ａ）

（つくば市）
中島　由貴（茨城大学Ｂ）

（つくば市）
男子シングル

スカルの部

堀　　晃浩（涛溟会潮来）

（阿見町）
男子ダブル

スカルの部

筑波大学

（つくば市）
男子ナックル

フォアの部

早稲田大学Ａ

（戸田市）
早稲田大学Ｂ

（戸田市）

種　目 優　勝 準優勝 第３位

男子ダブル

スカルの部

錦糸中学Ａ

（墨田区）
潮来選抜

（潮来市）
錦糸中学Ｂ

（墨田区）

女子舵手付き

クォドルプルの部

潮来選抜Ａ

（潮来市）
錦糸中学

（墨田区）
潮来選抜Ｂ

（潮来市）

男子舵手付き

クォドルプルの部

潮来選抜Ａ

（潮来市）
潮来選抜Ｂ

（潮来市）
錦糸中学

（墨田区）

イタコシティレガッタ2010大会結果

第44回　水郷潮来レガッタ大会結果第１回　関東中学選手権大会結果

氏　名 仲
なか

　
　

澤
ざわ

　富
とみ

　
　

正
よし

住　所 潮来市築地

主な

経歴

□行方郡　北浦中学校校長
□鹿行教育事務所 人事課長
□行方市　麻生小学校校長
□潮来市　潮来第一中学校校長

ユニークな服装で参加された

ＭＯ～ガールズプラスワンの皆さん
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　５月26日（水）、

鹿行文化賞を受賞

された長谷川彌氏

が 田市長を表敬

訪問されました。

長谷川氏は潮来市

文化財保護審議会

委員を平成９年４

月１日から現在まで継続して務めており、「潮来祇

園祭礼について研究を行い、一方では保護活動にも

携わり、その成果について広く市民に対して周知活

動を行ってきた」功績が認められ、今回の受賞とな

りました。

　今回の広報潮来７月号「潮来市の誇れる文化」

（19ページ）において、長谷川氏の執筆された、潮

来祇園祭礼の紹介文章が掲載されていますので、ぜ

ひ、ご覧ください。

　６月１日（火）、大生原小学校において、スポー

ツ選手活用体力向上事業として、1988年ソウルオリ

ンピックに体操選手日本代表として出場された信田

美帆さんによる体操競技教室が開催されました。当

日は大生原小学校１～６年生（67名）に「スポーツ

の楽しさ」についての講話を行い、実技指導とし

て、マット運動の指導を

されました。

　信田さんは「人それぞ

れ、出来るようになるま

での早さが違って当たり

前。すぐ諦めるのではな

く、夢を実現しようとい

う強い気持ちを持って、

努力し続けていくことが

大事なこと」と話されま

した。

トップアスリート教室

　６月１日（火）、道の駅いたこにて、潮来市高齢

者クラブ連合会（飯田富美男会長）主催による、

「あやめ杯スポーツ大会（グラウンドゴルフ・輪投

げ）」が開催されました。当日は好天にも恵まれ、

545名の参加があり、大会は大いに盛り上がりまし

た。結果は次のとおりです。

あやめ杯スポーツ大会 鹿行文化賞受賞

　５月22日（土）、

美浦村（光と風の

丘公園テニスコー

ト）で開催された

「第27回全日本小

学生ソフトテニス

選手権大会県予選」

において、女子ダ

ブルスで優勝され

た川島ななみさん

（津知小６年）、山

本悠稀奈さん（神

栖市）が市役所を

訪れました。

　 田市長は、「ス

ポーツは精神面が大事。相手より練習したという自

信が勝負を決めます。全国大会での活躍を期待して

います」とエールを送りました。

全国大会でもファイト
小学生ソフトテニスで活躍

グラウンドゴルフの部

優　勝 梅澤　　清さん（川尾）

準優勝 塚本　　孝さん

　　　　 　（潮来六丁目）

第三位 前野　時雄さん（江寺）

輪投げの部

優　勝 四ノ宮竹司さん（貝塚）

準優勝 穴井　徹男さん（大山）

第三位 山久保はつさん（川尾）

City News Flash

・匿　　名 2,000円

・潮来体協ゴルフ部シニア会 15,000円

・カトレア会 22,460円

善意銀行 （６月分・敬称略）
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小峰　義雄 さん
元潮来市議会議員

遠山　吾市 さん
元県獣医師会長

大川　幸子 さん
元公立養護学校長

下河　哲雄 さん
元公立小学校長

大川善ェ門 さん
元国勢調査員

篠塚　　進 さん
タイル張工職人
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茨城県青少年の
健全育成等に関する条例
　「茨城県青少年のための環境整備条例」が全面改正さ
れ、４月1日から「茨城県青少年の健全育成等に関する
条例」として施行されました。
　このコーナーでは、「茨城県青少年の健全育成等に関
する条例」について、毎回少しずつ紹介しています。
　青少年の健全育成等の推進に向けて、皆様のご理解と
ご協力をお願いします。

茨城県青少年の
健全育成等に関する条例

　青少年育成者は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ、その職務又は活動を通じて、自主的かつ積極的
に青少年の健全な育成に努めなければなりません。
※ ｢青少年育成者｣とは、学校の関係者その他の青少年育成に携わる者をいいます。

青少年育成者の責務（第６条）

事業者の責務（第７条） 見直し

新　設

　　お問合せ　茨城県知事公室女性青少年課
　　　　　　　TEL.029-301-2183　FAX.029-301-2189　E-Mail　josei2@pref.ibaraki.lg.jp

シリーズ ご存じですか？

　事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、青少年の健全な育成に配慮するよう努めな
ければなりません。

青少年及び若者の努力（第８条） 新　設
　青少年は、社会の一員としての自覚と責任を持つとともに、自らの生活を律し、社会的に自立した個人として成
長するよう努めなければなりません。
　若者は、社会におけるその役割と責任を自覚するとともに、若者の活動に積極的に取り組むよう努めなければなりません。

優良興行及び優良図書等の推奨（第12条）
　知事は、興行又は図書等の内容が、青少年の健全な育成のために特に有益であると認めるときは、これを優良興
行又は優良図書等として推奨することができます。

基本計画（第10条） 新　設
　知事は、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、青少年
の健全な育成及び若者の活動の支援に関する基本的な計画を定めなければなりません。

推進体制の整備（第11条） 新　設
　県は、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めます。

◆ 青少年の健全な育成等に関する施策 ◆

《広　告》 《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
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○その他　茨城県では設置者の負担を軽減するため融資制度を

設けておりますので、ぜひ、ご活用下さい。

※注意事項

・補助金申請は、浄化槽の設置工事を

する前に申請する必要があります。

・税金を滞納している方は補助対象と

なりません。

５人槽 床面積が140㎡以下の場合

７人槽 床面積が140㎡を超える場合

10人槽 ２世帯住宅の場合

補助対象地域 公共下水道認可区域及び農業集落排水事業採択区域以外の地域

補助対象者 専用住宅に設置される方　ＮＰ型高度処理浄化槽を設置する方

補助金額

５人槽 ８７６,０００円

７人槽 １,２１９,０００円

10人槽 １,７１９,０００円

※現在は森林湖沼環境税（県税）の活用により大幅に補助額がアップしています。

補助対象者
ＮＰ型浄化槽の設置の際に既存の

単独浄化槽を撤去する方

補助金額 ９０,０００円

◇単独浄化槽の撤去に対する補助

　　　　お問合せ　【浄化槽の設置・補助に関すること】

　　　　　　　　　　潮来市　下水道課　TEL.６３-１１１１　内線３２４・３２５

浄化槽の補助制度について

◇高度処理型浄化槽の設置に対する補助

○潮来市内で設置できる浄化槽の種類

　Ｎ　型　高度処理型合併浄化槽（窒素を除去するもの）

　ＮＰ型　高度処理型合併浄化槽（窒素及びりんを除去するもの）

○浄化槽の大きさ

浄化槽の設置について

浄化槽の設置・管理について

ご存知ですか？
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＊槽内の機器、送風機やタイマーなどの保守点検

＊消毒剤の定期的な補給

　　合併浄化槽（２０人以下）：４ヶ月に１回以上

　　単独浄化槽（　　〃　　）：処理方式により異なります。

■茨城県に登録されている保守点検業者に委託して下さい。

【潮来市許可業者】 順不同

潮来環境衛生 62-2247 水郷衛生社 66-3692

小松崎清掃 64-6154 麻生衛生社 73-2296

㈱和城産業 82-5931

【検査手数料】

７条検査　　 9,500円

11条検査　　 4,500円

○個々に行っていた、保守点検、清掃、法定検

査が同時に契約できます。

○年間の費用が明確になり、安心して浄化槽を

ご使用いただけます。

○保守点検、清掃が確実に実施され、年１回の

法定検査で総合的な管理が行えます。

○保守点検業者と清掃業者の連携を可能にし、

使用中のトラブルに迅速に対応できます。

①保守点検
年３回以上

②清　　掃
年１回

③法定検査
７条・11条検査

浄化槽の機能を十分に発揮させるためには浄化槽管理者の日頃の管理がとても大切です。

＊槽内に溜まった汚泥などの抜き取り作業

■潮来市から許可を受けた清掃業者に委託してください。

＊７条検査（主に設置状況を見る検査）

  使用後３～８ヶ月の間に行います。

＊11条検査（主に管理状況を見る検査）

　毎年１回定期的に行います。

■茨城県水質保全協会に申込みを行い、

受検して下さい。

　　　　　現在、契約されている保守点検業者、清掃業者又は下記までお問合せください

　　　　　【浄化槽全般に関すること】

　　　　　　茨城県生活環境部環境対策課　TEL.０２９-３０１-２９６６

　　　　　【法定検査・保守点検・一括契約に関すること】

　　　　　　(社)茨城県水質保全協会　　　TEL.０２９-２２７-４５９６

浄化槽管理者（設置者）の３つの義務について

　浄化槽保守点検業者又は清掃業者が窓口とな

り、浄化槽管理者（設置者）の義務である保守

点検、清掃及び法定検査を県で定めた標準契約

書により一括して契約でき、安心して浄化槽を

使用することができる大変便利なシステムです。

※新たに浄化槽を設置する方は、浄化槽設置届

出の際にこの契約書の写しを添付する必要が

あります。

浄化槽一括契約システムとは？ 浄化槽一括契約のメリットは？

◇浄化槽一括契約システムをご利用ください◇

○書類検査
○外観検査
○水質検査
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第１期生

第５回 第３回 第２回 第１回第４回

　新しくデザインされた「潮来市指定ごみ袋」が販売開始さ

れました。

　分別しやすく、明るいイメージのごみ袋です。今後も分別

にご協力ください。

※今まで使用していた潮来市指定ごみ袋も、使用できます。

袋の色：白 袋の色：緑 袋の色：黄色

３回目の
エコクッキングは
託児ありますよ

デザイン　森内　　南 さん デザイン　篠塚美智子 さん
デザイン
篠塚　洋子 さん・篠塚　妙美 さん
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　　　お問合せ 潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２
　　　　　　　　　　　　　　　 FAX.６３-３５９１　E-mail：kankyo@city.itako.lg.jp

　潮来市では、ごみの資源化を推進するために、市内の地域住民で組織する団体が資源物を

自ら分別し回収することに対して、奨励金を交付しています。

「資源物」とは 

（１）紙　類

　　　（新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、紙箱等）

（２）びん類（酒びん、ビールびん等）

（３）缶　類（スチール缶、アルミ缶）

（４）ペットボトル　など

「支給対象団体」は
　子ども会、地域女性団体、高齢者クラブなど地域住

民で組織され、以下の条件を備えた団体とします。た

だし、事業所等の団体は除きます。

１　団体構成者全員が潮来市民であること。

２　資源物の分別回収を団体構成者で継続的に実施する

ことができ、おおむね10人以上の参加があること。

３　営利を目的としないこと。

４　複数の団体が事業を一緒に行った場合又は行った

と考えられる場合は、１団体扱いとします。

申請に必要なもの
・リサイクル推進団体助成実績報告書（環境課にあります）

・計量票（資源回収業者へ引き渡しした際に発行さ

れたもの）

・事業実施中の写真２枚程度

※詳しくは環境課までお問合せ下さい。

「奨励金の額」は

　団体基本額（3,000円）＋従量額（１㎏につき
５円）を加えた額です。合計額で100円未満が生
じた場合は以下切り捨てとします。

１　びん類等で重量測定が困難な場合は、算定基準

に基づき、みなし重量から計算します。

２　同一団体から複数回の申請があった場合は、２

回目以降は、従量額のみの交付となります。

３　奨励金は、１団体につき年間30,000円を上限と

します。

eco vol.4

打
ち水には道路などの埃を抑える効果があり、また夏

場には、涼気をとるためにも行われます。撒いた水

が蒸発することで熱を奪い、それによりわずかではあり

ますが、気温を下げます。風呂などで使い古した水を再

利用することにより無駄を減らし、なおかつ涼も得ると

いう、環境に配慮した効果的な涼み方です。より効果を

高めるために朝・夕の涼しい時間帯、日向よりも日陰や風通しの良い場所、さらには建物の壁

や室外機などにも水をまくことをお勧めします。

　また、打ち水は古来より場を清める意味合いがあり、玄関先などへの打ち水は「来客への心

遣い」のひとつとされてきましたが、現在ではその意味は薄れつつあります。しかし、かねて

から、日本で風習として行われていた心遣いが、「いいエコ」として再度注目を集め始めて

います。

 

リサイクル推進団体奨励金についてのお知らせ

環
境
課
よ
り

素敵な

出会い

《広　告》

代　表 井 上 精 二（日の出2-25）

　  　（0299-66-0286）
副代表 大 嵜　  良（洲 崎 5 6 9）

  　　（0299-66-2340）

男女の出会いに関する
世話役・相談相手です

（非婚・晩婚）

幸せな結婚
（個人情報厳守）

マリッジサポーター鹿行協議会
（地域の世話役）

素敵な

出会い

県の結婚支援センター

「打ち水」はじめませんか！

募　集

「打ち水」はじめませんか！

《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）
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日本脳炎予防接種が始まりました！
　日本脳炎予防接種については、平成17年5月より積極的勧奨を差し控えておりました。
　これは、「日本脳炎ワクチン（マウス脳由来による）」接種後に重症な副反応があったため、厚生労働省より
「積極的勧奨の差し控え」勧告が出されたことによります。
　厚生労働省は、その勧告の中で「危険性が低いと期待されるワクチン」を開発するとしてきましたが、その
後、新ワクチン「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が承認され、平成21年６月２日より日本脳炎予防接種第１
期のワクチンとして使用されることになりました。
　そして、平成21年度における「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」の供給実績及び副反応報告の状態等から、
平成22年４月１日より日本脳炎予防接種第１期について、予防接種の積極的な勧奨を行う段階となりました。

※７歳６ヶ月を過ぎたお子さんについては、現在、

国が接種に関して検討をしています。情報が入り

次第、市広報紙にてお知らせします。

医療機関名 住　　　　所 電話番号

飯　島　内　科 潮来市日の出８－13－２ ６６－０２８０

大久保診療所 潮来市潮来143－２ ６２－２５０６

仲　沢　医　院 潮来市あやめ２－27－11 ６３－２００３

延方クリニック 潮来市宮前１－11－８ ６６－１８７３

日本脳炎予防接種が始まりました！

　接種日の年齢が、３歳以上７歳５ヶ月

までの方

※対象者であれば、接種料金は無料です。

保険証

母子健康手帳

日本脳炎予防接種予診票

下記の医療機関での接種

（電話にて予約を入れてからの接種となります）１期初回１回目

おおむね

１年後

対象者

１期初回２回目

１期追加

　日の出在住の小川剛輝くん陽子さん親子が、よい歯のコンクー

ル地区審査において、最優秀となり、７月に行われる県大会に出

場することが決まりました。日頃から歯科検診を受けるなど歯の

健康に気をつけているとのことでした。県大会でもよい成績がお

さめられるとよいですね。

持ち物

◆市内で予防接種が受けられる医療機関６日～

　２８日後

接種方法接種回数・間隔

※１期初回１・２回目および１期追加、すべ

ての接種（計３回の接種）が済んでいる場

合は、予防接種の必要はありません。

　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。

こんにちは！
保健センターです

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

第30回

母と子のよい歯のコンクール

地区審査で最優秀に輝きました！

第30回

母と子のよい歯のコンクール

地区審査で最優秀に輝きました！
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　潮来市では、潮来市地域包括支援センターが中心となり、潮来市高齢者総合相談センターと連携し、高齢者

やその家族が抱える高齢者福祉、悩み事等に対する総合的な相談に応じているところです。

　しかしながら、高齢者の方の中には、「自分から相談するのは面倒だ」とか、「こんなこと相談していいのか

な」など、自分からは積極的に相談できない方も多く見受けられます。

　このような中、高齢者総合相談センターでは、高齢者の皆さんの実態を把握し、高齢者福祉に積極的に役立

てるため、皆さんのお宅を訪問し様々な相談に乗っているところです。同センターの職員は高齢者福祉に関す

る専門家です。訪問があった際には、どんなことでも構いませんので相談してみてください。

注）高齢者総合相談センター職員が、高齢者のお宅を訪問する際は、必ず身分証を持っています。何かおか

しいなと感じた時は身分証を確認してください。

潮来市地域包括支援センター　潮来市辻７６５番地（潮来市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　　　　　TEL.６３-１２８８

潮来市高齢者総合相談センターあやめ　潮来市水原３４７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.８０-２２２３

潮来市高齢者総合相談センター福楽園　潮来市上戸１９２１-１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.６４-６７６７

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が

高齢者の皆さんのお宅を訪問しています

写真左より 斎藤ミサ子さん・林ミチさん

　潮来市では、市内のシルバーリハビリ体操指導士の協力で、市内６カ所

の公民館で、健康アップ教室「いきいきヘルス体操」の普及啓発を行って

います。

　５月20日（木）、延方公民館で行われた「いきいきヘルス体操」では雨

天にもかかわらず、16名の方が参加されました。楽しそうに体操をされて

いた斎藤ミサ子さんと林ミチさんにお話を伺ったところ、お二人は、いき

いきヘルス体操が始まってからずっと参加されているとのことでした。斎

藤さんは「一時期病気で歩くことも難しかったのが、体操に参加し続けた

ことで、今では一人でも歩けるようになりました」と話し、林さんは、

「健康のために毎回楽しみに通っています。体操は家でも続けています。

体が自由に動くことが嬉しい」と笑顔で語っていました。

　お二人とも楽しみながら続けていることが、健康増進につながっている

ようです。

　いきいきヘルス体操は、介護予防を目的とした体操です。どのような姿

勢であってもでき、生活習慣病予防と健康増進につながり、若い方も高齢

者の方も始めようと思ったその時から、いつでも始められます。参加費は

無料です。参加を希望される方は各地区公民館に備え付けの登録用紙に必

要事項を記入の上、申し込んでください。当日参加も可能です。

健康アップ教室でもっと元気に

《広　告》

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

水の郷のところてん
（棒状のところてんもあります）

木綿とうふ・絹とうふ・胡麻とうふ・寄せとうふ・
油揚（いなりずし用有）・がんも・生揚・コンニャク・シラタキ

〒311-2436　茨城県潮来市牛堀２５-４
TEL ０２９９-６４-２２０２　FAX ０２９９-６４-６８８８

福田屋食品

水の郷のところてん
（棒状のところてんもあります）

暑い夏をのりきる

さっぱり！ おいしい！ ヘルシー!!

《広　告》
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 ８月の図書館カレンダー 
※休館日は、８月１８日（水）

館内整理日となります。

８月１日（日）午後２時～２時30分

「はなび」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

８月５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）

うしぼりおはなし会

８月７日（土）午後２時～２時30分

「せんそう」のおはなし

図書館友の会

８月19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

８月21日（土）午後２時～午後２時30分

「おばけ」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）

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

15
午前11時～

よりぬきキテレツ

大百科　怪談編２
－ 子ども向け

午後２時～
ぼくたちと駐在さ

んの７００日戦争

市原　隼人／

佐々木蔵之介

青少年・

大人向け

図書館員おすすめの本 　戦争と平和について本を読んだり、体験

した人の話しや当時の映像などを見ること

で、戦争のむごさと、平和であることの大

切さを改めて認識し、人と人とのきずなの

大切さについて、考えてみましょう。「語り

残す戦争体験」「太平洋戦争のすべて」「14

歳からの戦争学」「フィールドワーク茨城県

の戦争遺跡」「訪ねてみよう戦争を学ぶ

ミュージアム」「映像記録史太平洋戦争（Ｄ

ＶＤ）」「戦争と平和（ＤＶＤ）」など沢山の

書籍と映像資料を集めました。図書館だよ

りでは、戦争について調べたり、学ぶこと

ができる博物館などの紹介もします。

特集 「戦争の傷跡」

作品　「やめて！」「少年の木」「ワンガリの平和の木」

「なぜ戦争はよくないか」「せかいでいちばんつ

よい国」など、戦争や平和について考えるお話

を集めました。ぜひご家族みんなで一緒にお読

み下さい。

特集 平和をかんがえよう！児童本特集（８月）

今月の本棚（７月）

作品　アニメソング、歌謡曲、演歌など様々なジャンルの作詞を手掛け、全国高等学校
サッカー選手権大会歌「ふり向くな君は美しい」などで有名です。生涯の作詞は
5,000曲以上に渡ったとされています。日本レコード大賞、日本歌謡大賞、日本作
詩大賞など数々の賞を受賞する一方で、山口百恵、桜田淳子や中森明菜など数々
のアイドルを生み出しました。作詞家以外にも作家としても、「生きっぱなしの
記」「愛すべき名歌たち」など多数の書籍を執筆しています。図書館では、作詞
提供した楽曲（ＣＤ）のほか書籍も展示貸出いたします。ぜひご利用ください。

特集　阿久　　悠（放送作家、作詞家、作家）

コーナー名：プールへ行こう!!
　⇒夏といえばプール！プール

といえば水泳！ということ

で水泳に関する本の特集

コーナーを期間限定で設置

しています。潮来市民プー

ルで開催している水泳教室

の案内のほか、泳ぎが上手

になるための本や水中

ウォーキングなどのエクサ

サイズ本、ＤＶＤなどの映

像資料が満載です。この

夏、水泳マスターを目指してみてはいかがでしょうか♪

コーナーの紹介

◎図書館の本はみなさんの財産です!!

　切り抜きや汚損、破損のため利用でき

なくなる資料が増えています。丁寧に扱

うという基本的なマナーさえ守れば、そ

のような状態にならなかったのではと思

うことも少なくありません。図書館の本

は市民みなさんの共有財産です。長く、

多くの方にご利用いただくためにも、図

書館利用マナーをお守りくださるようご

協力お願いします。マナー向上のため、

汚破損資料を防ぐためのワンポイントア

ドバイスや汚したり壊してしまった場合

の対処方法、汚破損資料の現物を展示し

ています。どんな汚破損資料があるのか

知り、マナーの向上に役立ててもらえた

らと思います。 

　図書館内エントランスホールにて展示

しています。マナーブックも配布してい

ます。

図書館からのお知らせ
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
☆健診結果説明会

　　　　☆健診結果
　　　　　説明会
＋当番医

大久保診療所562-2506

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南医院563-1101
子育て広場（中）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.12月生）

☆健診結果説明会

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）
☆健診結果説明会

子育て広場（図）
☆健診結果説明会

いきいき健康体操（か）
のぎく会（い）
☆健診結果説明会

子育て広場（図）
☆健診結果説明会

子育て広場（図）
☆健診結果説明会

子育て広場（中）
☆健診結果説明会

子育て広場（中）
☆健診結果説明会

子育て広場（中）
☆健診結果説明会

☆健診結果説明会

August ● 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

ストレッチ体操（い）
☆健診結果説明会

子育て広場（中）
お元気会（い）
☆健診結果説明会
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潮来
シリーズ

第47回

潮来市の誇れる文化

潮
来祇

ぎ

園
おん

祭禮
さいれい

は、五
ご

穀
こく

豊
ほう

穣
じょう

、疾病
しっぺい

退散
たいさん

、国家安穏
あんのん

、人心
じんしん

和
わ

楽
らく

を願う素鵞
そ が

熊
くま

野
の

神社の例大祭です。祭禮の中日から数

えて８日前に登注連
と う じ め

下
お

ろしを執行します。この日から天
てん

狗
ぐ

様

（猿
さる

田
た

彦
ひこ

）を勤める方は、家人と別火で斎戒
さいかい

沐浴
もくよく

して７日７夜

の禊
みそぎ

に入ります。用具は仮面（鼻高の天狗面）、鶏頭
けいとう

冠
かん

、 装
しょう

束
ぞく

、太
た

刀
ち

、１本歯の高
たか

下
げ

駄
た

。天狗様（猿田彦）には警護２名並

びに露
つゆ

払い10名が裃
かみしも

を着用します。天狗様（猿田彦）は獅
し

子
し

舞
まい

とともに３丁目の伝承行事であります。

　祭禮初日、素鵞熊野神社の幣殿
へいでん

にて祝
のり

詞
と

等を行い渡
と

御
ぎょ

（お浜

下り）します。お浜下りの道案内のため、天狗様（猿田彦）は

１本歯の下駄を履き、神社正面の石段百段を登り参上します。

渡御（お浜下り）は素鵞熊野神社本殿からお仮
かり

殿
どの

へ行幸
ぎょうこう

する

ことです。

　祭禮翌日（中日）には天狗様（猿田彦）の先導で行列を組ん

で各丁内へ御
ご

神
じん

幸
こう

します。５年に一度、十番地区へ御神幸しま

す。

　祭禮３日目、お浜下りの時には天狗様（猿田彦）の先導があ

りましたが、御
ご

帰
き

社
しゃ

（お浜上がり）の時には天狗様（猿田彦）

は付きません。

　　　　　　　　　　　　　潮来市文化財保護審議会委員

　　　長谷川　　　彌

天狗様（猿田彦）

＋当番医

仲沢医院563-2003

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.5月生）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.1月生）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.3月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H21.8月生）

☆健診結果説明会市長杯ソフトバレー
ボール大会
市長杯軟式野球大会
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

の
カレンダー月8

胃がん大腸がん健診

万燈会（潮音寺）
潮来祇園
祭禮

潮来祇園祭禮

万燈会（潮音寺）

胃がん大腸がん健診

鹿島アントラーズ
ホームタウン感謝祭

市長杯
スポーツ少年団

球技大会

水郷潮来花火大会

市長杯
スポーツ少年団

球技大会
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　６月12日（土）、第17回「潮来節おどりの響演大会」

が潮来駅前、特設会場にて開催されました。約900人の

方々が参加し、それぞれの団体が潮来節をアレンジした

踊りを披露しました。

　開会式では 田市長から「潮来市のテーマは健康。健

康的で元気な踊りを期待しています。」との挨拶があ

り、参加チームを激励。

　今年は市内全小学校、市議会、市役所、市内外の各種

団体、水郷潮来あやめ娘まで計31団体が参加し大会を盛

り上げ、おどり大賞には牛堀小学校が輝きました。

第17回

潮来節おどりの響演大会

おどり大賞　牛堀小学校
撮影　土子孝三 氏

おどり優秀賞　ナイルス選抜チーム

おどり優秀賞　舞踊サークル　錦照会 おどり優秀賞　フォルツァ徳島


