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はじめまして『あやめ』です（１０/２３　健康・人権フェスタ）



潮来市健康＆
人権フェスタを開催しました
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10月23日（土）、中央公民館、日の

出コミュニティ広場などにおい

て、潮来市健康＆人権フェスタが開催

されました。

　今回の健康＆人権フェスタは、「地

域で支えるこころと体の健康づくり　

～考えよう！いのちと人権～」をテー

マに、小中学生から高齢者に至るまで

の体力づくり事業と併せ、こころの健

康づくりのためのパネルディスカッ

ションを開催しました。パネルディス

カッションには約800名、フェスタ全

体ではのべ2,100名の方々が、おのお

の興味を持った催し物に参加されまし

た。各会場には、水郷いたこ大使に就

任した『あやめ』とあやめ娘も駆けつ

け、フェスタに華を添えていました。

◇ウォーキング大会

　会場：潮音寺および周辺

◇小中学生のウォークラリー

　会場：日の出中グラウンドおよび周辺

会場の様子
◇パネルディスカッション　会場：中央公民館大ホール

花村菊枝さん
熱唱 オープニング「潮来市の伝統芸能」

潮来市健康＆
人権フェスタを開催しました

デューク更家さん登場

○コーディネーター

　大谷　徹奘さん（潮音寺副住職・水郷いたこ大使）

○パネリスト

　デューク更家さん（タレント）

　花村　菊江さん（歌手・水郷いたこ大使）

　川村　ひかるさん（タレント）　

　 田　千春（潮来市長）



第１位　てくてく隊（落合　愛美・小倉　美恵・磯山　葵）

第２位　さくら（松崎　莉奈・遠藤　彩菜・前島　芹菓）

第３位　ザ,へへーおもしれー

　　　　（戸島　和哉・黒須　翔・篠塚　愛樹・佐藤　潤哉）
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◆ヘルシーガードウォーク

　メイツジャケットの披露

　健康家族４世代のそろう明間家の皆さん

優　勝　青野　みよ

（米島長寿会）

準優勝　茂木　ふよ

（徳島長寿会）

第３位　塙　美智子

（米島長寿会）

優　勝　根本　久子

（水原第３区長寿会）

準優勝　堀越　貫一

（新町あけぼのクラブ）

第３位　滝ヶ崎　学

（下町協和クラブ）

第１位　日の出中学校女子テニス部１

　　　　（西畑　花穂・石毛　美帆・草野　優菜・栃木　優美）

第２位　坊　主（草野　仁・黒須　泰文・宮本　知弥・宮久保哲也）

第３位　ドラゴン（工藤　祐希・称津　愛美・大谷　礼奈）

輪投げ上位入賞者

◇グラウンドゴルフ大会・輪投げ大会

　会場：日の出コミュニティ広場・

　　　　中央公民館体育室

グラウンドゴルフ
上位入賞者

ウォークラリー小学生の部上位入賞者

ウォークラリー中学生の部上位入賞者

◆会場に華を添えた「あやめ」とあやめ娘

授賞式後の大抽選会

写真は潮来ロータリークラブ

提供の自転車贈呈の様子（　　　　　　　　）



地域の子育てサポーター　ファミサポ　と呼んでね
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　子育ての手助けを受けた

い人（利用会員）と手助け

を行いたい人（協力会員）

が登録し、保護者の都合に

合わせてお子さんの一時預

かりをする会員組織です。

会員が安心して活動に参加

できるよう、センターがそ

の橋渡しをいたします。

ファミサポって何？

　ファミリー・サポート・センターは「いたこの子を地域のみんなで育てましょ

う！」を合言葉に、子育て家庭のサポーターをめざして平成19年12月に開設されまし

た。おかげ様で満３歳。子育てを通して世代を超えた助け合いと笑顔の輪が少しずつ

広がってきています。

利用会員 … 小学生までのお子

さんをお持ちの方

協力会員 … 子育て支援に理解

があり自宅で子ど

もを預かることが

できる方

両方会員 … 利用・協力どちら

の要件も満たす方

会員って？

・保育園や幼稚園の開始前や終了後に

・学校や学童クラブの開始前や終了後に

・保護者が外出したいときに

・その他お子さんの世話に関すること

どんな時にたのめるの？ 利用料は？

月曜～金曜

午前７時～午後７時

１時間あたり

700円

土曜・日曜・祝日

上記以外の時間帯

１時間あたり

800円

地域の子育てサポーター　ファミサポ　と呼んでね

ファミリー・サポート・センター
Family support center

ファミリー・サポート・センター

ファミサポの活動の様子
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　　　子どもを預かってくれる人はどういう人？

　　　育児に必要な講習を受けた協力会員の方です。また、お子さんも含め事前に顔合わせをするので安心です。

　　　預かった子どもがもしケガをしたら…。

　　　当事業では保険に加入しています。保険料の個人負担はありません。

　　　子どもがいるけど、協力会員にもなりたいわ。

　　　両方会員への登録をおすすめします。「困ったときはお互い様」の精神を大切にしたいですね。

「子育てで　たいせつなこと」
講　師：茨城キリスト教大学児童教育学科

　　　　飛田　　隆　氏

開催日：12月４日（土）　午前10時～正午

会　場：かすみ保健福祉センター（託児あり）

　子育てで大切なことってなんでしょう…？心にしみるお

話と、体を使ってお子さんと遊ぶひとときを。ママもパパ

もお子さんも皆さんおそろいでおいでください。

（託児を希望される場合は事前に予約が必要です。）

　いたこファミリー・サポート・センターでは

会員を随時募集しています。お子さんの預かり

活動の他に、講習会や会

員同士の交流会なども開

催しています。日頃の育

児や仲間作りにもお役立

てください。

会員登録・お問合せ・上記講演会の参加申込は

いたこファミリー・サポート・センター
社会福祉課　子育て支援室　　TEL.６３－１１１１　内線３８７　　TEL.６３－１７７９（直通）

～ファミサポ活動への素朴なギモンにお答えします～

子育て講演会のお知らせ

A1

A2

A3

おしえて！

Q1

Q2

Q3

ファミリー・サポート・センター

会員募集中！

　申込書は必要事項を記入の上、社会福祉課にお申し込みください。申込書は各学童クラブ・社会福祉課に配置しており

ます。（潮来市ホームページからもダウンロードきます）

　毎週月曜日～金曜日　　放課後～午後６時まで

　学校休校日　　　　　　午前８時30分～午後６時まで

（土・日・祝日・お盆・年末年始はお休みです）

　学童クラブは、小学生のお子さんを持つ働く保護者が

安心して仕事ができるように、放課後や学校休業日（夏

休み・冬休み・春休みの期間等）にお預かりします。

　一日だけのお預かりも可能ですので、お気軽にお問い

合せください。

　○潮来学童クラブ（潮来小学校内）

　○津知学童クラブ（旧津知幼稚園内）

　○延方学童クラブ（延方小学校内）

　○牛堀学童クラブ（牛堀小学校内）

　○日の出学童クラブ（日の出小学校内）

　※各自持ち（潮来学童クラブ）

　※保護者会にて持ち回りで購入

　　（津知・延方・日の出・牛堀学童クラブ）

保育料

通常預かり
　月額7,000円

日額　500円

通常預かり　月額10,000円（８月のみ）

夏休みのみ
　月額12,000円 日額　800円

春・冬休み

障害保険料 月額150円　原則として保護者の方々に送迎していただきます。

 開設時間 

 開設場所 

 児童の送迎 

 おやつ 

 保護者負担金 

 申込方法 

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

潮来市学童クラブ
について
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　10月17日（日）、第61回茨城県消防ポンプ操法競技

大会鹿行地区大会が開催され、潮来地区からは、第６

分団第３部（小泉区）が【小型ポンプの部】に、第10

分団第１部（水原１・２区）が【ポンプ操法の部】に

出場し、優秀な成績をおさめられました。

　大会の結果は次のとおりです。

鹿行地区操法競技大会 開催

　10月23日（土）、市営あやめ駐車場において、潮

来市商工会（村山正光会長）主催による第１回水

郷潮来「商い創造祭」が開催されました。当日

は、懐かしの車が勢揃いした「レトロなCarにば

る」をはじめ、市内飲食店の各店自慢の料理が出

された「お通しフェア」、「爆笑！ライブショー」、

「物産展」、「フリーマーケット」などが開かれ、会

場は多くの来場者で賑わいを見せていました。

商い創造祭

指揮者　吉川 典宏

１番員　髙須 浩一

２番員　小沼 一彦

３番員　鈴木 智裕

４番員　高野 英昭

補助員　濵野 陽彦

指揮者　朝倉 一成

１番員　黒須 知和

２番員　立野 克則

３番員　宮岡 博士

補助員　前田 英幸

小型ポンプの部　優　勝 ポンプ車操法の部　第３位

　９月16日（木）、「平成22年度茨城県青年大会」のバスケットボール

女子の部で優勝された『潮来Wings』の皆さんが、市役所を訪れました。

　『潮来Wings』は11月12日（金）～15日（月）に有明スポーツセン

ター等（東京都）で開催される「第59回全国青年大会」のバスケット

ボール競技女子の部に出場します。 田市長からは「全国大会での活

躍を期待しています」と激励の言葉がありました。

祝・全国大会出場

　７月26日（木）、愛友酒造株式会社代表取締役の兼

平紀子さんが来庁し、「特産品清酒あやめまつり」の売

り上げの一部、57,000円を潮来市へ寄付されました。

　市としまして、「特産品清酒あやめまつり」を開発

生産し、潮来市産業経

済の発展に尽力された

こと、そしてその売り

上げの一部を寄付され

たことに対し、９月26

日（木）感謝状が 田市

長から贈呈されました。

　いただいた寄付金は

有効に活用させていた

だきます。ありがとう

ございました。

寄付をいただきました

第６分団第３部 第10分団第１部



7

City News Flash

広報いたこ 2010
11月号 Vol.116

　10月５日（火）、潮来カン

トリー倶楽部において、第

10回潮来市民ゴルフが開催

されました。当日は194名の

参加があり、熱戦が繰り広

げられました。大会の結果

は次のとおりです。

　10月６日（水）、かすみの郷公園で「第10回議長杯ク

ロッケー・輪投げ大会」が開催されました。当日は466

名もの参加者が青空のもと、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。

議長杯クロッケー・輪投げ大会

　10月２日（土）かすみの郷公園において、潮

来市グラウンドゴルフ大会が潮来ライオンズク

ラブ・かんぽの宿潮来の協力で行われました。

　日頃の練習成果を発揮すべく、280名が参加。

大会は個人戦で行われ、ホールインワンが続出

（74本）する大熱戦が繰り広げられました。

　大会の結果は次のとおりです。

潮来市グラウンドゴルフ大会開催

・金塚　清一　　米420kg
・匿　名　　　　2,000円

善意銀行 （10月分・敬称略）

優　勝　小谷野宗男（延 方 東）（写真中央）

準優勝　市塚　吉男（大塚野二）（写真左側）

第３位　石井喜一郎（新　　町）（写真右側）

 一般男子の部

優　勝　赤坂　健次

準優勝　今泉　　和

第３位　澤田　秀夫

 一般女子の部

優　勝　泉　　政江

準優勝　関川　典子

第３位　内堀久美子

 シニアの部

優　勝　今泉　智典

準優勝　飯田　知弘

第３位　石津　光男

 ベストグロス

男　子　長峰　英雄

女　子　立原　敦子

シニア　草野　正衛

 クロッケーの部

優　勝 新町あけぼのクラブ

準優勝 水原第１区長寿会

第３位 後明いきいきクラブ

敢闘賞 古高長寿会

 輪投げの部

優　勝 大山シニアクラブ

準優勝 川尾ほのぼのクラブ

第３位 江寺江楽会

敢闘賞 大塚野新生会

市民ゴルフ大会

・匿　名　　　　　　　　　　　米30kg
・弥生会　谷口美恵子他12名　 3,900円

・潮来市民ゴルフ大会
　実行委員会　　　　12,292円

潮来市教育委員会委員
～今井   学 さん 就任～

　10月１日付で飯塚フク子さんにかわり今井学さ

んが就任しました。今井学さんは日の出在住で任

期は４年となります。

　飯塚フク子さんの２期８年にわたるご活躍に対

し、厚く御礼申し上げます。

今井　学 新委員のあいさつ

　次世代を担う子供たちに対し

て、「人の心」を大切にした教

育環境の推進に向け、20数年

にわたる水泳指導の経験を活か

してまいりたいと思います。

　教育委員という重責を全うし

ていくため、関係各位の皆さま

の助言を頂きながら日々精進してゆく所存であり

ます。よろしくお願いいたします。

新町あけぼのクラブ 大山シニアクラブ
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　新ワクチンの承認により、平成17年５月から、接種が差し控えられていた日本脳炎予防接種が

できるようになりました。ついては、接種を差し控えていた９歳から13歳未満の年齢のお子さん

に対して、潮来市では下記のとおりに対応していく予定です。

生年月日 対　　　　　　応

Ｈ13.４.２～Ｈ16.４.１ 小学４年生になったら個別通知をしますので、それから接種をしましょう。

Ｈ10.４.２～Ｈ13.４.１ 個別通知をしました。すぐに接種を開始しましょう。

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

※市外の医療機関につきましては、事前に医療機

関へご確認いただくか、かすみ保健福祉セン

ターまでお問い合せください。

①医療機関に予約をしてください。

②指定された日時に医療機関へ行き、窓口で予診票を受け

取り、必要事項をご記入して接種を受けてください。

個人負担免除券（全額公費負担）を発行いたしますので、

社会福祉課（TEL.63-1111　内線384）までお問い合せください。

対象者：潮来市にお住まいで、以下の条件に該当される方

　■65歳以上の方（接種日現在）

　■60歳以上65歳未満の方で、身体障害者手帳１級（内部障

害）をお持ちの方のうち、以下のいずれかに該当する方

　　・心臓の機能に障害のある方

　　・腎臓の機能に障害のある方　

　　・呼吸器の機能に障害のある方

　　・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方

　　※予防接種法に基づく二類定期接種の取扱による

◆市内の医療機関で接種を受ける場合

　①医療機関に予約をする。

　②指定された日時に医療機関へ行き、窓口で予診票を受け

取り、説明をよく読んだ上で予診票に必要事項をご記入

して接種を受けてください。

　③2,500円（上限額）の公費負担を受けられます。

助成が受けられる方（二類定期及び３価ワクチン接種に限る）

一般の方

生活保護者の方

インフルエンザ予防接種実施医療機関

接種の差し控えによって、接種機会を逃した方について

インフルエンザ予防接種

新ワクチンでの日本脳炎予防接種

こんにちは！
保健センターです

《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

《広　告》

◆市外の医療機関で接種を受ける場合

　①医療機関に予約をする。予約の際に、「潮来市の

助成を受ける」ことを申し出てください。

　②かすみ保健福祉センターで、住所地外予防接種

券・予診票を受け取ってください。本人確認のた

め、保険証をお持ちください。

　③指定された日時に医療機関へ行き、説明をよく

読んだ上で予診票に必要事項をご記入して接種

を受けてください。

　④2,500円（上限額）の公費負担を受けられます。

◆助成の実施対象期間

 10月１日から翌年１月31日まで

飯　島　内　科　TEL.66－0280

石　毛　医　院　TEL.62－2523

大久保診療所　TEL.62－2506

久　保　医　院　TEL.64－6116

市内実施医療機関
仲　沢　医　院　TEL.63－2003

延方クリニック　TEL.66－1873

常　南　医　院　TEL.63－1101　
（高校生以上の接種者に限る）

③全額実費負担となります。

以下の対象の方々は助成を受けられます。
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人権週間

法　人　名

道の駅　いたこ ㈱セキネネオン ㈱セイミヤ 高須産業㈱ ㈱小林電気商会 愛友酒造㈱

飯島内科 飯田歯科医院 潮来自動車販売㈱ 茨城日産自動車㈱潮来店 茨城日産自動車㈱鹿島店 大森歯科医院

霞北運輸㈱ 椎名会計 ㈱朝日設備機工 ㈱越川木材 ㈱酒悦　茨城工場 ㈱鈴木工務店

㈱高須工務店 ㈱ノーベルエレクトロン ㈱萩原塗装店 ㈱茂木工務店 ㈱森内建設 ㈱ヤマキ

くさの薬品 常陽食品工業㈱ 水郷建設㈱ 鈴木歯科医院 ㈱江口工務店 ナイルス㈱

仲沢医院 延方クリニック 福助食品 松崎建設㈱ 松崎薬局 ㈲小沼製作所

㈲かすみタクシー 根本歯科医院 ㈲信栄ビニール ㈲立野製作所 ララルー（ショッピングプラザ） 大崎歯科医院

かつら印刷 ㈱敬文館 ㈱篠塚プレス工業所 大黒天 いたこ歯科医院 宮前薬局

㈲くすり・化粧品のクリス ㈲松島商事 ㈲小堀工業所 ㈱薄井商店 関戸歯科医院 飯島薬局

　日本赤十字社では、毎年災害に備えるため物資の備

蓄や実際の救護活動のため特別社資として事業所・個

人を対象として募集活動を行っております。今年９月

末までにご協力いただきました市内法人の皆様は、下

表のとおりです。ありがとうございました。

（順不同・敬称略）

　1948年12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、

毎年12月10日は「人権デー（Human Rights Day）」と定められました。

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月４日から10日までを

「人権週間」として各種の人権啓発運動を行っています。

　一人一人はみな違いますが、人権はすべての人に平等に保障されて

います。しかし、自分の人権だけを主張すると、他人の人権を侵害す

ることもあります。

　人権週間にあたり、自分と同じように他の人にも人権があることを

理解し、お互いに相手の立場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。
人権イメージキャラクター

人ＫＥＮまもる君　人ＫＥＮあゆみちゃん

12月4日から10日までは人権週間です

日　　時　12月８日（水）午前10時～正午

場　　所　かすみ保健福祉センター

対 象 者　潮来市内にお住まいで、統合失

調症、うつ病、その他精神疾患

をお持ちの方、またはその家族

内　　容　焼きそばや豚汁を食べながら、

精神疾患や生活面に関する各種

相談を受け付けます。お食事を

するだけでも構いません。

参 加 費　無　料

申込方法　お電話でお申し込みください。

お問合せ　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１  内線３９４

潮来市デイケア相談会の開催について

平成２２年度
日本赤十字社茨城県支部
特別社資のお礼について

《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
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お問合せ及び当日の連絡先　潮来市　環境課 TEL.６３-１１１１　内線２５２

※清掃作戦で回収するごみは汚れており、

リサイクルが困難なため、

 通常のごみの分別収集とは異なります。

　10月２日（土）、津知公民館にて茨城県

環境アドバイザーの廣戸先生による「エ

コ・クッキング」が開催されました。 

　お米のとぎ汁を流さずに、植木にか

けることや、だしに使った昆布を刻ん

で煮るなど、ちいさなことから、いつ

でも始められることを、教えて頂きま

した。

e
c
o
 vol.8

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

① 燃 や せ る ゴ ミ …ペットボトルやプラス

ティック・ビニール類・下

記以外のもの

②燃やせないゴミ例 …空き缶・空きビン・陶器・

少量の金属など

実施日　11月28日（日）小雨決行
　　　 ※延期の場合、当日朝７時に防災無線で放送します。（延期12月５日）

内　容　ごみ拾い・空き缶拾い・清掃

分け方　燃やせるごみ と 燃やせないごみ は、混ぜずに、別々に集めてください。

「清掃大作戦」のお知らせ

 

※残ったゴミ袋は、日常のゴミ出しには使用

できません。クリーンセンターへ直接自己

搬入するときなどに利用してください。

　　もちろん、次回の清掃大作戦の時にもご

利用出来ます。

おとなの環境スクール
「エコ・クッキング」受講の様子

おとなの環境スクール
「エコ・クッキング」受講の様子



《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》
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年末・年始の家庭ごみの収集及び
自己搬入ごみの受け入れについて

　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

○年末の家庭ごみの収集は、12月30日(木)までとなります。

　また、クリーンセンターへの自己搬入ごみの受け入れも、12月30日（木）までとなり

ます（午前９時から午後４時まで）。

○31日（金）から来年１月３日（月）までは家庭ごみの収集は行いません。またクリーン

センターの休業日となります。

　　家庭ごみを集積所に出さないようご協力お願いします。

○なお、年始は、１月４日（火）から家庭ごみの収集を行います。また、クリーンセン

ターへの自己搬入ごみの受け入れも行います。

年末・年始の家庭ごみの収集及び
自己搬入ごみの受け入れについて

　※お問い合わせはこちらへ　　潮来市　環境課　　TEL.６３-１１１１（内線２５２・２５３）
　　　　　　　　　　　　　　　施設管理センター　TEL.６４-５０５０



 

秋の火災予防運動
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お問合せ　潮来市　収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１２９

 期　間　12月４日（土）～12月14日（火）

 時　間　平　日 午後５時30分～７時30分　 土・日曜日 午前９時～午後４時

 場　所　潮来市役所　１階

 国民健康保険加入喪失相談 （市民課）
　社会保険に加入された方で国民健康保険の喪失の手続きがお済みでない方や会社を退

職されて国民健康保険への加入の手続きがお済みでない方のご相談をお受けします。

 住民税申告相談 （税務課）
　平成21年分の住民税申告が未申告の方は申告についてのご相談をお受けします。

 納税相談 （収税課）
　税金の納めが困難な状態になっている方で、納税の方法等についてご相談をお受けします。

【例】今年の国民健康保険税がいつもの年よりも高いように感じる。（未申告の場合）

　国民健康保険税は、平成21年中の申告書をもとに計算されます。収入が不明な場合

は、通常通りの保険税が課税されます。一人暮らしで平成21年中収入が少ない方など

は、申告することで、通常保険税額が軽減される場合がございます。住民税の申告を

しましょう。ご相談お待ちしています。

〇寝たばこは、絶対やめる。

〇ストーブは、燃えやすいものから離して使用する。

〇ガスコンロなどから離れる時は、必ず火を消す。

〇逃げ遅れを防ぐため、

　住宅用火災警報器を設置する。

〇寝具、衣類及びカーテンからの

　火災を防ぐため、防炎品を使用する。

〇火災を小さいうちに消すため、

　消火器等を設置する。

〇お年寄りや体の不自由な人を守るため、

　隣近所の協力体制を作る。

●必要な性能を満たしていない粗悪品を高価で販売する。

●消防職員のような服装で、「消防署の方から来ました。」等と

言って販売する。（消防署が販売することはありません。）

※平成20年６月からすべての住宅に

　設置する義務があります。

お問合せ　鹿行広域消防本部 TEL.0291-34-7119　　潮来消防署 TEL.63-0119

２０１０年度防火標語

住宅用火災警報器の

悪質な訪問販売にご注意！

●住宅用火災警報器・消火器に関するご質問などは、下記の消防署又は出張所へお気軽にご相談ください。

　これから火災の発生しやすい時期を迎えます。

暖房器具等の取り扱いに注意しましょう。

住宅用火災警報器の設置率（平成22年） 住宅防火　命を守る７つのポイント

「消したかな」あなたを守る　合言葉

秋の火災予防運動

 国保に加入するとき 
　・職場の健康保険を脱退したとき

資格喪失証明書（離職票等）などの退職が

確認できるもの、印かん

　・家族の健康保険の扶養者からはずれたとき

資格喪失証明書、または扶養者からはずれ

た証明書、印かん

 国保を脱退するとき 
　・職場の健康保険に加入したとき

　・家族の健康保険の被扶養者になったとき

上記ともに、国保の保健証と加入した健康保健の

両方の保健証、印かん

※国保の加入・脱退の手続きの際には運転免許証などの

（身分を証明できるもの）を必ずご持参ください。書類

がそろっていないと手続きができない場合があります。

平日に市役所へお越しになれない方はこの機会をご利用ください
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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）
落札率 契約会社名 業者数

指 工 H21地活市道（牛）1級4号線道路舗装工事 潮来市島須地内（古宿地区） 1,500,000 1,420,000 94.67 浅野工務店 5

指 委 H22市道（牛）2級3号線実施設計業務委託 潮来市上戸地内（国神神社付近） 6,100,000 5,700,000 93.44 兼原測量設計㈱ 5

一 工 H21地活市道（潮）1470 号線道路舗装工事 潮来市日の出地内 5,100,000 4,320,000 84.71 ㈲七福建設 11

一 委 小泉・新宮地区老朽管布設替詳細設計業務委託 潮来市　小泉・新宮地内 8,000,000 6,900,000 86.25 ㈱環境技研コンサルタント茨城支店 3

指 工 津知小学校アスベスト撤去工事 市立津知小学校 4,700,000 4,500,000 95.75 ㈱宮原工務店 4

一 工 H22国補市道（潮）2級21号線道路改良工事 潮来市　新宮地内 10,100,000 9,800,000 97.03 軍司建設㈱ 11

一 工 国22-6号配水管更新工事 潮来市　須賀・曲松地内 22,400,000 21,350,000 95.31 ㈱松田建設  潮来営業所 14

指 委 H22市道（潮）1655号線用地測量業務委託 潮来市 曲松南地内 7,400,000 7,000,000 94.60 ㈱マエシマ測量設計 5

指 工 H21地活市道（牛）1級3号線道路改良工事 潮来市 堀之内地内 1,400,000 1,320,000 94.29 インターナショナルゴルフマネージメント㈱ 6

指 工 津知小学校体育館屋根改修工事 潮来市立津知小学校 15,200,000 14,500,000 95.40 ㈱田崎技術 6

一 工 H21地活市道（牛）1級1号線道路改良工事 潮来市　清水地内 12,200,000 11,600,000 95.08 大塚建設㈱ 13

一 工 H21地活市道（潮）1級13号線道路舗装工事 潮来市　延方地内 10,100,000 9,500,000 94.06 ㈱ニ輝建設 13

一 工 国22-2号配水管更新工事 潮来市　辻地内 17,900,000 14,970,000 83.63 内山設備工業㈱ 11

一 工 国22-4号配水管更新工事 潮来市　須賀地内 22,600,000 21,710,000 96.06 ㈱松崎土木 12

一 工 国22-5号配水管更新工事 潮来市　曲松地内 30,800,000 29,800,000 96.75 水郷建設㈱ 7

一 工 国22-1号配水管更新工事 潮来市　辻地内 34,600,000 32,800,000 94.80 ㈱茂木工務店 8

一 工 国22-3号配水管更新工事 潮来市　辻地内 16,100,000 13,370,000 83.04 澤田建設㈱ 12

一 工 22国補流潮公下第1号管路施設工事 潮来市　洲崎地内 11,700,000 11,000,000 94.02 ㈱高須工務店 17

一 工 22国補流潮公下第2号管路施設工事 潮来市　洲崎地内 7,600,000 7,240,000 95.26 成毛建設㈲ 13

一 工 H22国補市道（潮）1級13号線道路改良工事第1工区 潮来市　日の出地内 21,400,000 20,300,000 94.86 上羽建設㈱ 16

一 工 H22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 40,700,000 38,700,000 95.09 飯島建設㈱ 9

指 工 H21地活市道（潮）1263号線道路改良工事 潮来市　延方東地内 3,000,000 2,680,000 89.33 山庄㈲ 10

指 委 耐震改修促進計画策定業務 潮来市全域 4,300,000 3,800,000 88.37 昭和㈱茨城支社 5

指 委 22国単合冊潮第1号地籍調査測量業務委託（牛堀I地区） 潮来市　牛堀地内 4,600,000 4,300,000 93.48 兼原測量設計㈱ 5

指 委 H22市道（潮）1655号線地質調査業務委託 潮来市　曲松南地内 2,800,000 2,500,000 89.29 ㈱岡村地質 5

指 委 潮来小学校校舎耐力度調査業務委託 市立潮来小学校 8,400,000 7,950,000 94.64 ㈱団建築設計事務所 5

指 物 小学校教育用コンピュータ整備事業（リース) 市立津知小・大生原小 97,000 52,000 53.61 住友金属プラント㈱ 7

指 工 H21地活大塚野地区排水路整備工事 潮来市　大塚野地内 4,000,000 3,880,000 97.00 ㈲櫻屋建設工業 10

指 工 H21地活市道（牛）1級6号線道路舗装工事 潮来市　永山地内 1,700,000 1,600,000 94.12 富士商事㈲ 6

指 工 H21地活市道（牛）2272号線道路舗装工事 潮来市　永山地内 4,700,000 4,480,000 95.32 浅野工務店 8

指 委 H22国補市道（牛）1060号線実施設計業務委託 潮来市　上戸地内 4,700,000 4,500,000 95.75 根本測量設計㈱ 5

指 委 指定道路図及び指定道路調書作成業務 潮来市全域 4,600,000 1,980,000 43.04 ㈱三喜コンサルタント 5

一 工 H22日の出幹線排水路整備工事第1工区 潮来市　日の出地内 19,800,000 18,900,000 95.46 ㈲櫻井建設 17

一 工 H22日の出幹線排水路整備工事第2工区 潮来市　日の出地内 38,400,000 37,000,000 96.35 東城建設㈱ 9

一 工 22国補流潮公下第3号管路施設工事 潮来市　洲崎地内 16,400,000 15,700,000 95.73 ㈲篠塚工建 13

一 工 22国補流潮公下第4号管路施設工事 潮来市　洲崎地内 14,600,000 12,080,000 82.74 ㈱篠塚工業所 16

一 工 潮来市ボートセンター「あめんぼ」補修工事 ボートセンター「あめんぼ」 5,000,000 4,780,000 95.60 ㈱松田建設　潮来営業所 3

平成22年度　入開札結果
（平成22年４月１日～平成22年９月30日まで）



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

12月２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

12月５日（日）午後２時～２時30分

「鍋（なべ）」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月11日（土）午後２時～３時

クリスマスおはなし会特別版

図書館友の会

12月16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

12月25日（土）午後２時～３時

冬休みおはなし会特別版

図書館のおにいさん、おねえさん

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

図書館員おすすめの本

　最近、メディアなどで日本語力の低下という話題をよく聞きます。パソコ

ンや携帯電話が主流となってなかなか手書きで文章を書かなくなり、いざと

いう時に書けないという経験はありませんか？テレビなどでも漢字の読み書

きに関する番組や話し方に関する書籍が多く出版されたり、ちょっとした

ブームにもなっています。図書館でも沢山の本を揃えましたので、みなさん

の日本語力を磨いてみてはいかがでしょうか。

特集 「日本語力」

作品　クリスマスシーズンがやってきました！プレゼントやケーキ、楽しみが

いっぱいですね。「クリスマスわくわくサンタの日！」「おたすけこびと

のクリスマス」「クリスマスのふしぎなはこ」など、クリスマスの本を

たくさん集めました。クリスマスパーティで読んだら人気間違いなしの

紙芝居も用意しています。

特集 ハッピーホリデーズ（クリスマス）児童本特集（12月）

今月の本棚（12月）

作品　日本を代表する短篇作品の小説家と知られています。ショートショー

ト（掌編小説：短い小説）を数多く残し、多作さと作品の質の高さを

兼ね備えていたところから「ショートショートの神様」と呼ばれ、生

涯で1001編以上の作品を残しています。『ボッコちゃん』、『悪魔のい

る天国』、『おせっかいな神々』、『ノックの音が』など多くの有名な短

編集も残しています。

特集　星　　新一（小説家、ＳＦ作家）

◎茨城県立図書館巡回展示

　『茨城県のロケ地を巡る（映画「桜

田門外ノ変」を中心に）』

⇒茨城県の各地でロケが行われ、沢山

の豪華出演者が集結した映画「桜田

門外ノ変」。ロケ地の様子や撮影の

様子、事件の当事者となった方々の

人相書き、武艦など多数を展示いた

します。原作になった吉村昭著の

「桜田門外の変」や映画解説書など

も展示貸出を行います。

日　時：11月15日（月）

　　　　　～28日（日）終日開催

場　所：市立図書館２階ギャラリー

入　場：無　料

　◎シネマ月間「みんなでシネマ」開催!!　　　　　　　　

　⇒1896年12月に日本で初めて映画が一般公開されたことを記念してシネマ

月間が設けられました。今月は図書館の上映会をスペシャル版でお届け

いたします。親子やお友達で楽しめる映画を沢山上映します！

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。

・すべて入場無料です。

日にち 時　　間 作　　品

12月４日（土）

10：30～11：30 ながぐつをはいたねこ（アニメ）
11：45～13：33 ウィニング・パス（日本映画）
14：00～15：26 オープン・シーズン（アニメ）
15：45～18：08 パイレーツ・オブ・カリビアン（外国映画）

12月12日（日）

11：00～12：53 ナショナルトレジャー（外国映画）
13：10～13：30 ジャッキーのパンやさん（アニメ）
13：45～15：41 カーズ（アニメ）
16：00～18：35 グラディエーター（外国映画）

12月19日（日）

10：30～12：02 モンスターズ・インク（アニメ）
12：20～14：30 ドリームガールズ（外国映画）
14：45～16：17 ベイブ（外国映画）
16：30～18：27 星の王子ニューヨークへ行く（外国映画）

12月23日（木）

10：30～12：08 ウォーリー（アニメ）
12：30～13：29 ミッキーのクリスマス大作戦（アニメ）
13：45～15：52 ゴースト　ニューヨークの幻（外国映画）
16：10～18：14 恋におちたシェイクスピア（外国映画）

12月26日（日）

10：30～10：56 たまごにいちゃん（アニメ）
11：10～13：04 初恋（日本映画）
13：20～14：23 くまのプーさん　冬の贈りもの（アニメ）
14：40～15：43 ダンボ（アニメ）
16：00～18：07 ヒマラヤ杉に降る雪（外国映画）

 12月の図書館カレンダー  ※休館日は、１２月１５日（水）館内整理日。年末年始１２月２９日（水）～１月３日（月）となります。

イベントのご案内
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

☆健診結果説明会（中）
＋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）
（H22.4月生）

子育て広場（中）

◎今月の納税は、市県民税の第四期分・国民健康保険税の第六期分・
　　　　　　　　後期高齢者医療保険料の第六期分・介護保険料の第五期分です。
　　　　　　　　　　《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（Ｈ22.8月31日以前生）

官庁御用納め

子育て広場（中） 子育て広場（図）☆健診結果説明会（か）

子育て広場（図）
ポリオ（か）
（Ｈ22.8月31日以前生）

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H21.12月生）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.9月生）

ストレッチ体操（い）

＋当番医

飯島内科566-0280

● 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

子育て広場（中）
お元気会（い）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.5月生）

潮来
シリーズ

第51回

潮来市の誇れる文化

７
月の初め、ボダイジュが花盛りだというので、堀之内地

区の二本松寺を訪れる。本堂右手前の客
きゃく

殿
でん

わきに、当山

10世天
てん

栄
えい

法
ほう

印
いん

が正
しょう

保
ほう

年間（1644～47）に比
ひ

叡
えい

山
ざん

から移植した

と伝えられる樹齢約350年、目
め

通
どお

り幹周り２ｍ、樹高12ｍの

堂々たるボダイジュがある。房状の集
しゅう

散
さん

花
か

序
じょ

に小形の淡黄色

で五
ご

弁
べん

五
ご

角
かく

の花を、枝々一杯に見事に咲かせている。（菩
ぼ

提
だい

樹
じゅ

と書くので釈迦の悟りに因
ちな

んで寺院に多いが、この木はし
・
な
・
の
・

き
・
科のもので、インドにあるのはく

・
わ
・
のき
・・

科のインドボダイ

ジュである。）

　境内
けいだい

を巡ると、参道石段の右側は深
しん

山
ざん

をさえ感じるスダジイ

の巨樹を交えた濃緑の森林である。本堂に接する右手に徳川光

圀お手植えの槇
まき

（イヌマキ）と伝えられる市指定天然記念物の

名木がある。樹齢350年、根周り3.1ｍ、樹高15ｍである。本

堂裏手に回ると、年代を経
へ

たスダジイの巨木が近づく人を威圧

する。今は環境破壊が進み里山の消滅化が心配されるなかで、

ここは寺域全体が貴重な里山である。

　市内には、県内最大といわれた台
だい

上戸
わ ど

の神
しん

明
めい

神社の推定樹齢

900年の大椎
おおしい

、潮来の素
そ

鵞
が

熊
くま

野
の

神社の樹齢500年、目通り幹周

り８ｍの大ケヤキ等、他に誇れる県指定の天然記念物がある。

しかし、市内の多くの巨樹名木は、強風を受け雷に打たれ害虫

被害によって、折損
せっそん

、空洞化などの痛みが激しい。長い歳月を

かけて先人たちが守ってきたこれら天然記念物や里山の緑を現

代の私たちもしっかりと継承していきたいものである。

　　　　　　　　　潮来市文化財審議会委員　　大﨑　勝弘

December
子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.7月生）

☆健診結果説明会（い）

のぎく会（い）
いきいき健康体操（か）

天皇誕生日

＋当番医

久保医院564-6116

月12 の
カレンダー

15 広報いたこ 2010
11月号 Vol.116

火災予防運動
（市役所 他 市内全域）

市役所閉庁

二本松寺のボダイジュ



人口のうごき 11月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ 平成22年

11月11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

10,792世帯 （＋ 2）15,396人15,062人 （－13）（－16）30,458人（－29）

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
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　『あやめ』は、市内在住のデザイナー：KOZU.（こ

ず）さんがデザインされ、平成21年度・22年度の「水

郷潮来あやめまつり」および「水郷潮来花火大会」に

おいて、大会ポスターのイメージキャラクターに採用

されました。

　本市のあやめまつりをはじめとする観光ＰＲに大き

く貢献し、まちづくりにおおいに寄与していることか

ら、10月20日付で「あやめ」を水郷いたこ大使として

委嘱しました。

　今後は、本市の魅力・イメージアップ向上のため、

観光ＰＲをはじめ、さまざまな催し物への参加など、

市内・市外の皆さまとの交流を進め、多くの方々に親

しまれ、愛されるよう育てていきます。

潮来市ＰＲキャラクター

前川あやめ園出身

プロフィール

あやめ

キャラクター
秘話

前川あやめ園に咲く、あやめの花の妖精。内緒だけど、じつはお姫
様なのです。…修行中

性　格 何にでも興味を示す、好奇心旺盛な性格。ちっちゃいことは気にしない。

夢 大きくなったら嫁入り舟でお嫁にいくこと。

特　徴
普段は霞でできたカッパのようなものをまとっている。ほぼ無表
情。たまにお供のよしきりに八つ当たりしている。注射は嫌い。

趣　味 潮来の探検。遊ぶ・食べる・はしゃぐ・寝る・見つけること。

好きな
食べ物

潮来産コシヒカリ「潮来あやめちゃん」

友　達 お供のよしきり（市の鳥）

今後の
活動予定

潮来市内外のイベント等への参加など、よしきりと一緒に、潮来市
のＰＲ活動にいそしむ予定です。

新たに に就任しました

委嘱式での様子

田市長とKOZU.さんと記念撮影

潮来市ＰＲキャラクター「あやめ」が

名　前 あやめ

役　割 潮来市のＰＲ

性　別 女の子

出身地 前川あやめ園

年　齢 まだ子ども

身　長 ちびっこ。不思議な力で伸び縮みできる

体　重 不明


