
２０１１（平成23年）

ITAKO Public Information広 報
いたこ

潮来市シンボルマーク

4
「心」

１：子どもたちからのメッセージ

２： 田市長、大畠国土交通大臣へ支援を要望

３：茨城ゴールデンゴールズの野球教室

４：日の出小学校入学式

５：日野皓正さんの“がんばれ潮来市”ライブ

今、 をひとつに　力を合わせて今、 をひとつに　力を合わせて「心」

２

３

４ ５

１

・東日本大震災これまでの経過……２～５

・被災者支援制度……………………６～９

・災害関連情報………………………10～12

・潮来市からのお知らせ……………13～14

・５月のカレンダー………………………15

・復興に向けて……………………………16

Contents



地盤沈下した歩道隆起した歩道（排水溝の蓋）
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これまでの主な経過

液状化による地盤沈下とふき出た水 大きく傾いた電信柱

震 災 直 後

11

震 災 直 後
日の出地区被害甚大
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地震直後設置された避難所

自衛隊による給水活動高校生ボランティアによる支援物資受付

災 害 復 旧・災 害 支 援

皆さんから寄せられた多くの支援物資

地域住民による土砂の撤去 高校生ボランティアによる炊き出し

保健師による健康相談

市役所女子職員による避難者への炊き出し

支援の輪広がる
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南アルプス市からの救援物資

潮来ホテルさんによる送迎バス付の無料入浴サービス

関西から駆けつけた下水道の特殊吸引車

下水道の夜間復旧工事 茨城県建築士会による無料住宅相談

災 害 復 旧・災 害 支 援

鹿島アントラーズ　本山選手や地元の小谷野選手をはじめ選手とコーチによるサッカー指導

多くのボランティアの皆さんに支えられた無料入浴サービス

ボランティアとして多くの高校生が活動

千葉大学看護スタッフによる健康相談

支援の輪広がる



田市長をはじめ利根川下流の５市長と山口副知事が

額賀衆議院議員の案内のもと大畠国土交通大臣へ要望
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テレビで放映された

松本内閣府防災担当大臣への要望

石破自由民主党政調会長へ

住宅の手作りの模型で説明

日の出地区の液状化被害の

視察に訪れた内閣府防災担当職員

今、復興に向け！

液状化等への支援要望
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橋本知事へ被害状況を説明し

支援を要望
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　区は、地域に住む人たちが親睦や交流を深めることによって連帯感を培い、支え合い助け合いながら、より住みや

すい豊かな地域づくりのために自主的に活動されている任意団体です。市内では66の区があります。

　地域住民組織として地域に住む人たちの交流や親睦を深め、防災・防犯・お祭り・レクリエーション・福祉・環境

美化などさまざまな活動を行っています。地域での連帯感を高め安心・安全な楽しいまちをつくるために、積極的に

区に加入しましょう。

 自主防災 

災害時に備えた自主防災組織の運営、防災訓練など

 防犯・交通安全 

防犯パトロールや防犯灯の維持管理、交通危険箇所

の点検など

 文化・レクリエーション 

夏祭り、盆踊り、地区運動会など

 福祉活動 

赤い羽根共同募金、日本赤十字社社資等の募金活動など

 環境美化 

ごみ集積所の管理や資源回収の実施、町内清掃など

 情報提供 

市や学校、各種団体からのお知らせの回覧、書類の

配布等の情報提供

●区の活動
  区は、より住みやすい豊かな地域づくりのために、日常生活に密着した、次のような活動が行われています。

●区の必要性
　日頃から、ご近所で顔の見える関係をつくることで、災害時などに「○○さんがいない！」というようなお互いの確

認、助け合いに役立ちます。このように安全で安心な環境は地域での活動が基本となっています。自分のライフスタイル

に合わせた気軽な付き合いから始め、協力しあえる関係を作ることが重要です。

●区に加入するには
　　総務課人事行政グループへお問合せください。お住まいの区の連絡先等をご案内します。

地区名 氏　名

西　町 大塚　英明

大塚野 菅谷　光一

浜　丁 中根　　猛

上　丁 髙塚　和美

下　丁 白鳥　悦男

あやめ２丁目 松﨑　　博

二丁目 若槇　洋司

三丁目 中村　志朗

四丁目 宮本　憲一

五丁目 額賀　利夫

六丁目 村田　好文

七丁目 小浜　　昇

八丁目 草野　　蕃

七軒丁 向後　義和

十　番 兼原　昭一

十四番 森田　真二

地区名 氏　名

日の出１丁目 宮本　正実

日の出２丁目 荒野　英樹

日の出３丁目 髙橋　　明

日の出４丁目 土子　志信

日の出５丁目 阪本　和久

日の出６丁目 白鳥　秋夫

日の出７丁目 田﨑　一雄

日の出８丁目 柴内　光也

大　洲 村田　勝利

新　町 成井　喜好

後　明 兼平　嘉三

将　監 大川　茂徳

江　寺 佐野　政實

貝　塚 岩本　信治

築　地 佐藤　文男

川　尾 斎藤　正彦 （敬称略）

潮来市区長会長　　内野　　曻（八代地区代表区長・芝宿区長）

地区名 氏　名

須　賀 平山　清衛
曲　松 髙田　秀男
古　高 角　　誠好
小　泉 久保木　裕
新　宮 荒原　　昭
大　山 大瀧　清晴
下　田 草野登美雄
洲　崎 永長　郁夫
東 小田倉善治
西 齋藤　隆夫

徳　島 小田倉晃一
福　島 鬼澤　　剛
米　島 小谷野栄一
前　川 山本　一心
水原１ 小林　英夫
水原２ 小澤　　新
水原３ 今泉　一男
釜　谷 大川　善久
大　生 風間　福一
大　賀 箕輪　強志

地区名 氏　名

牛堀第一 山口　敏雄

牛堀第二 箕輪　善徳

永山東 水貝　一郎

永山西 長岡　昌男

堀之内 山本　喜吉

茂　木 茂木　安行

清　水 橋本　秀男

芝　宿 内野　　曻

横須賀西 早川　　洋

横須賀東 内堀　　明

台上戸 坂本　和男

宿 前島　喜芳

古　宿 坂　　　實

赤　須 前山　教夫

潮来市区長会副会長

　向後　義和（潮来地区代表区長・七軒丁区長）

　阪本　和久（日の出区代表区長・日の出５丁目区長）

　兼平　嘉三（津知地区代表区長・後明区長）

　久保木　裕（延方地区代表区長・小泉区長）

　箕輪　強志（大生原地区代表区長・大賀区長）

　橋本　秀男（かすみ地区代表区長・清水区長）

総務課からのお知らせ

お問合せ　　潮来市　総務課　人事行政グループ　TEL.６３-１１１１　内線２２１～２２３

区に加入しましょう！

新しい区長を紹介します
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

１歳児育児相談（か）
（H22.5月生）＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

大久保診療所
562-2506

３歳児健診（か）
（H20.2月生）

◎婦人科検診（か）

４ヶ月児育児相談（か）
（H22.12月生）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

◎婦人科検診（か）

マタニティ・セミナー
（か）
いきいき健康体操（か）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.10月生）

マタニティ・セミナー
（か）

＋当番医

仲沢医院563-2003

７ヶ月児育児相談（か）
（H22.9月生）

May
● 実施場所 ●

（か）…かすみ保健福祉センター

◎婦人科検診（か）

　４月23日(土)～27日(水)まで各地区を会場とする狂犬病予防注射

は10月に延期いたします。詳細な日程については、後日広報等でお知

らせします。

　また、個別に動物病院でも接種できます。(料金同額)

月5

憲法記念日

＋当番医

常南医院563-1101

こどもの日みどりの日

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

の
カレンダー

　潮来市では、５月12日（木）から６月６日（月）にかけて、３級指導士の養成講座を実施する予定でした

が、諸々の事情により開催日を延期することとしました。今後の日程につきましては、市の「広報いたこ」

で再度お知らせいたします。よろしくお願いいたします。

お問合せ　潮来市 介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講座

講習会の延期のお知らせ

　３月30日、徳島地区において新たな信号機が設置され

ました。県道水戸・神栖線（旧水郷有料道路）は、平成

21年12月30日に市民の皆さんのご協力により、無料化と

なりました。今回信号機が設置された交差点は、徳島、

福島、米島地区から早急な信号機の設置の要望があり、

県警本部、関係各位のご協力により、早期の設置となり

ました。

徳島地区に信号機が
設置されました

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

狂犬病予防注射（集合注射）

延期のお知らせ



人口のうごき ４月１日現在
（ ）内は前月比
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４月10日（日）、日の出地区の雨
水災害を予防するため、地域住

民や市内の全消防団をはじめ茨城
ゴールデンゴールズなど市内外のボ
ランティアの方々約1,500名の参加
をいただき、側溝清掃と土のう作り
を行いました。作業は順調に行わ
れ、約30,000袋の土のうを作ること
ができました。
　震災直後から、区の防災組織や災
害ボランティアなど多くの方々に、
被災者支援や復旧活動に当たってい
ただいております。復興に向けた力
強い取り組みに対し、深く敬意を表
します。今後とも共に力を合わせ頑
張りましょう。

日の出地区復旧作業の説明

アントラーズユースの皆さん 日の出中学校の皆さん昼食サービス

消防団の皆さん 日の出区の皆さん 市外のボランティアの皆さん

力力 力力市民の　 ・ボランティアの　 を市民の　 ・ボランティアの　 を結集


