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お問合せ　潮来市震災復興本部事務局（潮来市秘書政策課内）TEL.６３-１１１１ 内線211

　８月１１日（木）、潮来市震災復興本部において、今後の震災復興計画策定の基本的な考え方であ

ります基本方針が決定いたしました。これから、この基本方針を土台に、市民の皆さんのご意見・

ご意向を確認しつつ、専門家のご指導を受けながら、震災復興計画の策定、早期の復旧・復興に努

めてまいります。

「潮来市震災復興計画」基本方針決まる!

　■復旧・復興の目標期間

年　度 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

◆復旧期

◆復興期

国の復興構想

◎復　旧　期：ライフライン（道路・上下水道・電気・ガス等）の復旧を行い、通常の暮
らしができるまでのハード事業の期間。３年を目途とします。

◎復　興　期：復旧期と並行して、災害に強いまち、住みやすく魅力あるまちの創出を図
るハード及びソフト事業の期間。７年を目途とします。

◎国の復興構想：東日本大震災からの復興の基本方針 ⇒ 復興期間10年

　■震災復興基本方針について

１　災害に強いまちづくり
　①水道・下水道・道路等の効率的な復旧

　②公共施設の復旧

　③液状化への対応

　④放射性物質に

　　対する情報提供

　⑤環境にやさしい

　　まちづくり

２　産業の振興による

　　復興支援
　①農業振興

　②商工業振興

　③観光振興

３　市民と行政との連携、市民相互の絆

　　（支え合い・連携・協働）の強化
　① 市民と行政の連携強化

　② 地域コミュニティの活性化、さらなる醸成

　③ 他地域との交流強化により、災害時の相互

　　 協力関係を構築

～今、心をひとつに　安心・安全なまちづくり～

　潮来市の復旧・復興は行政の力だけでは、到底為し得るものではありません。

市民と行政が、「今、心をひとつに」を合言葉に復興とさらなる発展を図っていく

ため、復興基本方針の理念を次のように定めました。

潮来市震災復興本部からのお知らせ

基本

 理念

基 本 方 針

今、心をひとつに
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採 取 日 採 取 地
放射性セシウム

１３４ １３７

８月１５日（月）

旧潮来町 検出せず 検出せず

旧津知村 検出せず 検出せず

旧延方村 検出せず 検出せず

旧大生原村 検出せず 検出せず

旧八代村 検出せず 検出せず

旧香澄村 検出せず 検出せず

　　　　　　　　お問合せ　潮来市　農政課　TEL.６３-１１１１　内線２６４

※分析機関：茨城県環境放射線監視センター 

※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または定量下限値（放射性セシウム20Bq/kg）未満であることを示す。 

※暫定規制値　穀類　放射性セシウム　500Bq/kg 

採 取 日 採 取 地
放射性セシウム

１３４ １３７

８月 ４日（木） 旧八代村 検出せず 検出せず

※分析機関：株式会社つくば分析センター 

※「検出せず」とは、放射性物質が存在しない、または定量下限値（放射性セシウム20Bq/kg）未満であることを示す。

茨城県による調査

潮来市独自の調査

23

2010

15

23

16

稲刈りの風景（8/8）
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《広　告》 《広　告》

　８月12日（金）～14日（日）、潮音寺（日の出４丁目）にて万燈会が開催されました。今年は

東日本大震災の影響により、開催が危ぶまれていましたが、地元の方からの開催の要望を踏

まえ、「大震災に負けるな」をスローガンに「日本再光万燈会」が行われました。

　万燈会では、東日本大震災の犠牲者一人ひとりの名前が書き込まれた約15,000人分のろう

そくと、行方不明者約5,000人分のろうそく、計20,000本に祈りが込められました。

　３日間で計60,000本のろうそくが灯された境内には「ガンバレ日本」の文字が鮮やかに浮

かび上がり、幻想的な光景の中に、復興への強い思いを感じる万燈会となりました。

　また、会場では地元の日の出小学校、日の出中学校の吹奏楽部のほか、深川辰巳太鼓、ス

ティーブ兄弟の演奏も行われ、力強い演奏に参加された皆さんが元気をいただいておりました。

復興への灯り
～潮音寺にて
　　万燈会開催

～潮音寺にて
　　万燈会開催
～潮音寺にて
　　万燈会開催

日の出小学校ブラスバンド部の皆さん
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「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》

City News Flash

　７月23日（土）～24日（日）にかけて行われた、「第28

回茨城県スポーツ少年団スポーツ大会サッカー競技」が

開催されました。

　今大会は各地区の代表チーム38チームが４つのブロッ

クに分かれ、各ブロックの勝者を決める形式で行われ、

潮来市の「津知ＳＳ」が第二ブロックの第二位となり、

見事銀メダルを獲得しました。

　当日は厳しい暑さの中、普段の練習の成果を出そうと

真剣な表情で試合に挑む、子どもたちの姿がたいへん印

象的でした。

　津知ＳＳの皆さん、本当にお疲れさまでした。「津知

ＳＳ」の詳しい試合結果は、次のとおりです。

津知サッカー少年団　準優勝

シティーニュースフラッシュ

パソコンを使って英語の発音力をアップ

　現在、潮来第二中学校では茨城県の「発音力アッププロジェク

ト」の一環でパソコンソフトを利用した英語の発音力アップの授

業が行われています。パソコンの画面に映し出された単語や英文

をマイクに吹き込むと、100点満点で採点がなされ、口の開き方

や舌の使い方などをイラスト付きで丁寧に教えてくれます。

　７月13日（水）、潮来第二中学校第２学年の生徒30名が、根崎薫

教諭指導のもと、マイク付きヘッドホンを付けて、学習に臨みま

した。授業終了後に生徒の福田英一朗さんに感想を聞くと、「その

場で採点をしてくれることが励みになる。普段の授業よりも楽し

い」と笑顔で答えていました。

　県教育庁義務教育課の

谷田由美子指導主事は、

「発音の授業を楽しみな

がら、正しい発音を身に

つけることで英語の聞く

力や書く力も向上させた

い」と話しており、県は

今年度、公立中学校99校

に同ソフトを導入し、来

年度は全校に広げる予定

とのことです。

新民生委員・児童委員の
　　ご紹介

　大賀地区の民生委員・児童委員に、原 

正孝さんが任命（委嘱）されました。

　民生委員・児童委員は、市内のそれぞ

れの行政区を担当し、一人暮らし・病

気・介護・虐待・いじめ・子育て・生活

困窮者の方の相談・援助にあたります。

お困りのことがありましたら、お気軽に

ご相談ください。

根崎教諭による発音力アップ授業 原 正孝さん

《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》

日程 対戦相手

１日目
ＶＳ 結城小ＳＳＳ（４－３）勝

ＶＳ ＦＣ石岡（１－１ ＰＫ５－４）勝

２日目
ＶＳ 息栖ＳＳＳ（０－３）負

ＶＳ 平潟ＳＳＳ（１－０）勝

準優勝に輝いた津知ＳＳの子供たち
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　お問合せ　潮来市立中央公民館　TEL.６６-０６６０　FAX.６６－４３３９

【日　　程】９月16日（金) ～10月14日（金）

　　　　　　※毎週金曜日（計５回）

【時　　間】午後７時～９時

【場　　所】潮来グリーンランドゴルフ練習場

　　　　　　（ララルー裏）TEL.64-6184

【講　　師】潮来市体育協会ゴルフ部

【募集人数】20名（先着順）

【対 象 者】市内在住・在勤でゴルフに興味のある方

　　　　　　初心者大歓迎!!

【申 込 金】3,000円（初回練習ボール代・保険料含）

【申込締切】９月12日（月）

【申込方法】申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加

費を添えて中央公民館まで提出してくだ

さい。

　　　　　　※申込用紙は中央公民館にあります。

【日　　程】10月19日（水）

【場　　所】潮来カントリー倶楽部

【募集人数】２４０名（先着順）※同時コンペもＯＫ

【参 加 料】

　○キャディ付（歩き）１３，５００円

　　＊３バックの場合は＋210円別途になります。

　○乗用カートセルフ　１１，０００円

　　＊乗用カートをご希望の方は、必ず事前に申込んで下さい。

　　「ＩＮ⇒南」の２５組限定となります。

　（申込金・賞品・参加賞・昼食・パーティー代含）

　※金額は全て税込みとなります。

【参加資格】市内在住、在勤の方

【申込期限】９月30日（金）

【受付場所】

　①中央公民館　＊ＦＡＸ可

　②潮来グリーンランドゴルフ練習場 TEL.64-6184

　※電話での申し込み及び仮予約は一切行いません。

【組 合 せ】

　大会一週間前に潮来市役所・中央公民館・各地区

公民館・潮来グリーンランドゴルフ練習場で配布し

ます。なお、組合せ決定後の申し込み・変更は出来

ません。

【日　　時】10月１日（土）

　　　　　　午前７時30分（７時 受付開始）

　※雨天の際は10月２日（日）に順延となります。

　※態度決定　午前５時30分

【当日連絡先】かすみの郷公園管理事務所（TEL. 64-2363）

【場　　所】かすみの郷公園

【募集人数】300名（先着順）

【参 加 料】１人500円

※申込後のキャンセルについては、参加料の返金は

いたしませんので、ご注意ください。

【申込方法】参加料を添え、中央公民館まで

　　　　　　お申し込みください。

【申込締切】定員に達し次第、締め切ります。

【組 合 せ】大会事務局で組合せを行い、当日会場に

て発表する。個人戦とする。

潮来市ゴルフ教室生徒募集!!

潮来市グラウンドゴルフ大会参加者募集

潮来市民ゴルフ大会参加者募集
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　震災により被害を受けられた被災者の方々を対象に茨城

県弁護士会と法テラス茨城の弁護士が相談会を実施しま

す。

　当日は、茨城大学で地盤等を専門にしている先生にもお

いでいただいておりますので、ぜひお越しください。

【日　　時】９月11日（日）午後１時～４時

【場　　所】中央公民館

【相談内容】

　震災の被害を受けた住宅等の補修に関する相談一般

　　例：「どのようなことに気をつけて業者を選定したらよいか」

　　　　「すでに契約してしまったが、解約をしたい」

　　　　「この工法で大丈夫なのか」

【そ の 他】予約可

　※現地の写真や見積書など関係書類をご持参ください。

【お問合せ・申込先】

　茨城県弁護士会　TEL.029-221-3501

学校開放事業

体育施設第２期利用調整会議の開催

【日　　時】９月21日(水)　午後７時～

【場　　所】中央公民館（３階研修室)

【申込締切】９月９日(金)

【申込方法】中央公民館に備え付けの「市立

学校体育施設使用申請書」に必

要事項を記入の上、お申し込み

ください。

　※平成23年10月～平成24年３月の期間で定

期利用をご希望の団体は必ずお申し込み

ください。

【お問合せ・申込先】

　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660

A1A2

A3

 
 

Q1Q2

Q3

震災被害の補修工事等契約トラブル

に関する無料相談会

A4 Q4
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税務課からのお知らせ

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１

　　　　　税金のしくみについて　税務グループ　内線121・123・124

　　　　　税金の納め方について　収税グループ　内線127・128・129・136

●市県民税及び国民健康保険税の減免について

　　り災証明による申請により、住家被害が半壊以上の資産所有者または資産所有者を扶養してい

る人の市県民税及び国民健康保険税の減免処理をしています。二次調査等により、被害状況が確

定していない方々については減免処理が遅れております。確定しだい減免処理していきます。

●国民健康保険税はかならず納期限を守って納めましょう

　　国民健康保険に加入する人が国民健康保険税をきちんと納めないと、ささえあいのしくみが成

り立たなくなり、国民健康保険の運営が難しくなります。また、治療にかかった医療費を自分で

全額支払うことになり、大きな負担となります。

　納期限までに必ず納めるようにしましょう。

■保険税を納めないでいると次のような措置がとられます。

　１．督促の手紙が届きます。さらに、督促手数料とその後には延滞金が発生します。

　２．国民健康保険証の有効期間が短くなります。

　３．納期限から1年経過すると『被保険者資格証明書』となり医療費全額自己負担となります。

　４．納期限から1年6カ月経過すると国民健康保険の給付が全部または一部差し止めになります。

　５．保険給付から滞納保険税分が差し引かれます。

　６．財産の差押を受けることがあります。

■税金の納め忘れのないように口座振替のご利用をおすすめします。

８月は市県民税２期・国民健康保険税２期を納める月です。

納期限は８月31日です。期限内の納付をしましょう。

口座振替の方は、口座の残高の確認をお願いします。

※市では納税意識の向上と税の公平性を保つため、滞納処分（差押）を行っています。

潮来市の過去の税金を納めないことで差押された件数

平成20年度442件　　平成21年度615件　　平成22年度266件

税金の納付が困難になっている方は、お早めに税務課収税グループまでご相談ください。

●督促状発布

　８月18日（木）　指定納期限：８月29日（月）

　　軽自動車税・固定資産税１期・市県民税1期、平成22年度市県民税随時、国保税随時

　８月22日（月）　指定納期限：８月31日（水）

　　固定資産税２期・国保税１期
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お問合せ　潮来市　秘書政策課 ふるさと納税担当　TEL.６３-１１１１ 内線211

詳しくは潮来市ホームページでもご紹介しています。http://www.city. itako. lg. jp/

　皆さんの、生まれ育ったふるさとを応援したい。という思いを実現するための制度で、地方公共

団体（都道府県や市区町村）に寄付をしていただいた場合に、現在お住まいの地方公共団体の住民

税から、寄付金額に応じて税額を控除するものです。（寄付金額の内、５千円を超える部分が控除

対象となります。また、控除の上限額は概ね住民税額の１割程度となります。）

「生まれ育った 　　  を応援したい」とお思いの皆さんの

温かいご支援を心よりお待ちしております!!

ふるさと納税 実績報告
　平成20年度から「ふるさと納税」制度を開始しましたところ、皆さんから、たくさんのご寄付をいただき

ました。この度、寄付金についてのご報告をさせていただきますとともに、あらためてお礼申し上げます。

平成２０年度　　　寄付件数：　７件　　　寄付総額：４４５，０００円

平成２１年度　　　寄付件数：１５件　　　寄付総額：９０５，０００円

平成２２年度　　　寄付件数：１１件　　　寄付総額：６９０，０００円

平成２３年度も、ふるさと納税の受付を随時行っておりますので、

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

ふるさと納税って？

潮来市ホームページからダウンロードしてください。

または、潮来市秘書政策課までご連絡ください。寄付申込書を郵送いたします。

　①寄付申込書の入手

必要事項を記入し、申込書を「電子メール」「ファクシミリ」「郵送」のいずれかの方法で

送付してください。※申込確認後、市役所より納付書などを送付いたします。

　②寄付の申込（寄付申込書の提出）

①納付書により金融機関窓口で納付　　　③銀行窓口（ＡＴＭ）から市の口座へ振り込む

②払込用紙によりゆうちょ銀行で納付　　④現金書留で送金する

　③寄付金の納付（いずれかの方法で寄付金を納付してください）

「潮来にもっと元気を！」応援お願いいたします

～市外にお住まいのご親戚、ご友人にご紹介ください～

潮来市ふるさと納税のご案内

潮来
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　毎年、９月10日は『下水道の日』です。下水道の役割や重

要性をご理解いただき、下水道が整備されている地域で未接

続のご家庭は、早めの接続をお願いいたします。

下水道促進週間コンクール　小中学校作品展のお知らせ

　市では下水道を知っていただくため、市内の小中学生を対

象に、下水道にちなんだポスターなどの作品を募集しました。

『下水道の日』に併せて作品の展示会を行ないますので、

“子供たちの力作”を是非ご覧ください。

【展示期間】９月８日（木）～15日（木）午後１時～

【展示場所】ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー

【出展作品】ポスター、作文、書道、標語、新聞

【お問合せ】潮来市上下水道課　TEL.63-1111 内線323

　民事・家事調停委員が悩み事、心配事、言

い争いについて問題解決の手順をあなたとと

もに考えます。

【日　時】10月１日（土）午前10時～午後３時

【場　所】鹿島勤労文化会館（１階研修室）

【内　容】土地家屋・交通事故・金銭貸借・

離婚・相続などの悩み事、心配事

【相談料】無料

【お問合せ】

　麻生調停協会

　（水戸地方・家庭裁判所

　　麻生支部内）

　　TEL.72-0091

調停相談会（無料） ９月10日は『下水道の日』です

　いたこフィルムコミッションでは、エキストラ募集情報等をメールでお知らせ

しておりますが、情報等を正確にお伝えするため、概ね１年を単位とした登録確

認を行っております。

　今年度以前にエキストラボランティアにご登録いただいた方におきましても、

エキストラ募集情報等を正確にお伝えするため、改めてホームページまたはＱＲ

コードよりご登録ください。

　また、エキストラボランティアの詳しい内容につきましては、下記ホームペー

ジをご覧ください。

　※18歳未満の方は、保護者の同意が必要です。15歳未満の方は、単独で

　　登録できませんので保護者の方の登録にあわせて登録いただきます。

　≪いたこフィルムコミッションＨＰ≫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　http:// www.city. itako. lg. jp / fc / index.html
【お問合せ】いたこフィルムコミッション（潮来市観光商工課内）

　　　　　　TEL.63-1111 内線243

平成23年度 エキストラボランティア登録について

　震災から時は経ちましたが、自然について考えさ

せられた今こそ、私たちおとなが、改めて環境につ

いての知識を習得し、小さなことから始めることの

大切さを考えてみませんか。

【期　　間】平成23年10月～12月（全５回実施）

【対　　象】環境への関心のある方。

　　　　　　年齢・所属・性別は問いません。

【費　　用】無料

　※ただし県民交通災害共済への加入が必要です。

【概　　要】

　第１回 開講式

　　①クリーンセンター・田の森浄水場見学

　　②わかりやすいごみの分別講座及び震災時の環

境問題対応について

　第２回 エコクッキング及び研究会

　　①エコ料理で、生ゴミを減らそう（調理・試食）

　　②震災から学ぶエコについて

　第３回 エコツアー　

　　～潮来市の資源物の行方～

　第４回 研修

　　東京ビッグサイトにて開催「エコジャパンＣＵＰ」を見学

  第５回 閉講式ほか

【申込期限】９月16日（金）

【申込方法】電話・ＦＡＸ・メールにてお申し込み

　　　　　　ください。

【修了要件】全５回のうち３回以上受講した方に修

　　　　　　了証を交付いたします。

【お問合せ・お申込み】

　潮来市 環境課 TEL.63-1111 内線252

　　　　　　　　FAX.63-3591

　　　　 E-mail : kankyo@city.itako.lg.jp

おとなの環境スクール 受講生募集（第２期生）

≪ＱＲコード≫

今年の１月から２月にかけて
「ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日
'64」の撮影が行われました
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交通事故多発

《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》

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

○一時停止規制のある交差点では必ず止まり、左右の安全を確認しましょう。

○信号機や一時停止規制のない交差点では、相手の車が

　「止まってくれるだろう…」、「ゆずってくれるだろう…」という、

　「…だろう運転」 が、事故につながります。万一の時に停止できる、安全な速度で

走行し、「止まらないかもしれない」、「車がくるかもしれない」の

　「…かもしれない運転」 で、事故をみぜんに防ぎましょう。

○水田地帯など、交通量が少なく、周りの景色に変化の少ない場所では、視線が遠くに行

きがちです。交差点の手前では、意識して左右の安全を確認しましょう。

○ 朝夕の通勤・通学時間帯は特に注意 し、時間と心に“ゆとり”を持って運転しま

しょう。

○日ぼつ前後の夕ぐれ時から夜間は、特に見通しが悪くなります。早めにライトを点灯

し、速度を落として走行しましょう。

　交差道路を走行する車両と

視界の角度が一定の場合、あ

たかも停止しているように

さっかくし、直前まで気づか

ない場合があります。

見
み

通
とお

しの良い交差点に潜
ひそ

む

水田地帯の交差点で

死 角
し  か  く
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

 ９月の図書館カレンダー 
※休館日は、９月21日（水）館内整理日。

９月26日（月）～ 10月５日（水）特別館内整理日

９月１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

９月４日（日）午後２時～２時30分

「おじいちゃん・おばあちゃん」のおはなし
図書館のおにいさん・おねえさん

９月10日（土）午後２時～２時30分

「ロボット」のおはなし
図書館友の会

９月15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

９月24日（土）午後２時～２時30分

「月（つき）」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

今月の本棚（９月）

作品　宝島社が主催する『このミステリーがすごい大賞』は今年で第10回！過去に

『チーム・バチスタの栄光』/海堂尊著などのベストセラーを生み出し、読者

目線で選ばれる本はミステリー愛読者から好評です。新潮新人賞は、新潮社

が主催する公募新人文学賞で受賞作の発表は同社が刊行する文芸誌『新潮』

で行われます。文藝賞は、河出書房新社が1962年に設立した文学賞で、受賞

作品は同社が発刊している文学雑誌『文藝』に掲載されるほか、単行本とし

ても刊行されます。過去の受賞作も含め今年の受賞作情報も紹介いたします。

特集 「このミステリーがすごい大賞」「新潮新人賞」「文藝賞」

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

９月17日（土） 午後１時30分～
ハロー！チップと

デールがやってきた!!
― 子ども向け（アニメ）

９月18日（日） 午後１時30分～
アヒルと鴨の

コインロッカー

濱田　岳／ 瑛　太

出演

青少年・大人向け

（邦画）

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。（入場無料）◇上映会のお知らせ◇

内容：　ご好評をいただいている映画原

作コーナーと合わせてドラマ原作

コーナーを設置しました。

　　　　現在放送されているドラマ作品

の原作になった本やノベライズ

本・オフィシャルブックを過去に

放送されていた作品はもちろん、

放送予定の作品まで幅広く揃えて

います。人気が高く貸出リクエス

トの多い本でもあります。貸出中

の場合は、ご予約をお勧めいたし

ます。

図書館員おすすめの本

紹介　９月23日は秋分の日ですね。秋分の日は、昼と夜の長さが同じに

なるといわれています。そんな９月に夜のお話はいかがでしょう

か。「よるのえほん」「ねむれないひつじのよる」「ながいながいよ

る」など夜のお話をたくさん集めました。

特集 「夜空の下で」児童本特集（９月）

紹介　子供にも大人にも大人気の新幹線！東北新幹線の開通や九州新幹

線の全線開通、新型車両の登場などで大いに賑わっています。最

新のメカニズムから全国の新幹線全線解説、全車種紹介まで児童

書から大人向けの本まで鉄道好きなら必見の本を集めました。旅

のお供の駅弁関連本もあります。

内容：　９月26日（月）～10月５日（水）の10日間は特別館内整

理（蔵書点検）のため休館になります。図書館の本を総

点検するため、ホームページからの予約申込み以外の、

貸出、予約連絡サービス等は中止させていただきます。

　　　　休館中に返却をご希望の方は、図書館入口近くにブッ

クポストを設置していますので、そちらへご投函くださ

い。（視聴覚資料、大型絵本などご利用いただけない資料

があります。）

　　　　なお、９月12日（月）～25日（日）の貸出資料は、通

常よりも長くご利用できるよう10月６日（木）以降の返

却予定といたします。詳しくは図書館スタッフまでお問

い合わせ下さい。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

特集 「新幹線・開通！」

特別館内整理（蔵書点検）
休館のお知らせ

ドラマ原作本コーナーを
はじめました
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◎今月の納税は、固定資産税の第３期分・国民健康保険税の第３期分です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

59

Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）アントラーズ
シルバーデイ

（県立カシマサッカースタジアム）

＋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

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H20.6月生）

華たいむ（い）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.9月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

敬老の日

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー（か）
ヘルスアップ教室（潮・公）
いきいき健康体操（か）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

敬老会＜スポーツ大会＞

（道の駅）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

ストレッチ体操（い）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.1月生）

子育て広場（中）
September

の
カレンダー月9

潮来市消防団
操法競技大会

＋当番医

船坂医院566-1285

潮来市戦没者追悼式

＋当番医

久保医院564-6116

ポリオ（か）
（H23.5月31日以前生）

市内小中学校始業式

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.2月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.4月生）

子育て広場（中）

秋分の日

ポリオ（か）
（H23.5月31日以前生）

● 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
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館

潮来二中体育祭

運動会
（潮来小・津知小・
大生原小・徳島小・
日の出小・牛堀小）
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　東日本大震災から５ヶ月を迎えた８月11日（木）、

県立カシマサッカースタジアムにて、犠牲者の鎮魂

と被災地復興への祈りを込めた、チャリティコン

サート「SMILE AGAIN Ⅱ」が開催されました。

　この催しは、潮音寺副住職の大谷徹奘さんに、友

人であるさだまさしさんから話がありました。当初

は潮音寺での開催が検討されましたが、 田市長に

相談した結果、より広くより多くの方々にひととき

の楽しみを感じていただこうとの両者の思いが一

致。 田市長が鹿島アントラーズ主催、スタジアム

での開催をアントラーズにお願いしたところ、快く

承諾していただきました。

　コンサートにはさだまさしさん、南こうせつさん

のほか、夏川りみさん、河村隆一さん、相川七瀬さ

んがボランティアで出演され、１万人を超える大観

衆の前で、ヒット曲を披露しました。

　オープニングでは「神田川」をさださんのギター

に合わせ南さんが熱唱し、会場を大いに盛り上げま

した。

　コンサート終盤には、鹿島アントラーズの小笠原

選手、本山選手、中田選手も駆け付け、出演者全員

と観衆が「見上げてごらん夜の星を」を合唱。一体

となった会場には約２万本のサイリュームの光が揺

らめき、震災で犠牲となった方々を悼みました。

復興チャリティコンサート復興チャリティコンサート

大歓声に応える出演者の皆さんと鹿島アントラーズの小笠原選手、本山選手、中田選手

熱唱するさだまさしさん、南こうせつさん

１万人を超える大観衆




