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潮来市震災復興本部からのお知らせ
今、心をひとつに

震
災から半年が経過しました。現在、潮来市では、広報いたこ８月号でお示ししました「潮

来市震災復興基本方針」に基づき、早期の震災復旧・復興に向けた取り組みをまとめた

「潮来市震災復興計画」の策定を進めています。

　また、震災直後から水道、下水道などのライフラインの応急復旧を進め、４月24日（日）に完

了したところです。その後、市では、本格復旧を果たすため被害の状況や復旧の方法、復旧費用

などを確認し、国の負担割合を確定する、災害査定を受けています。なお、この査定が全て終了

するのが10月中旬予定ですが、今後、既に査定が終了し予算化されています下水道などの本格復

旧工事を順次進めてまいります。

液
状化対策につきましては、応急復旧や災害査定と並行して、国、県をはじめ大学教授、研究

機関等に意見を求めながら研究を進めてまいりました。９月５日（月）に、 田市長が液状

化対策等に対する国の支援について、国土交通省に出向き協議を行いました。それを受け９月９

日（金）には、国土交通省都市局幹部職員等が日の出地区の被害状況調査を行い、 田市長をは

じめとする市関係者とともに茨城県関係者の同席のもと、液状化対策の意見交換を行いました。

その席上、国土交通省から「液状化現象のメカニズムとその解明のためのボーリング調査を実施

し、専門委員会の中で研究を進めたい。液状化現象の特別地区として、日の出地区を調査しま

す。今後も連携・協力していきましょう。」と述べられました。

　市といたしましても、液状化対策のための市独自の地質調査を実施するとともに、さらに国、

県や関係機関との連携強化を図りながら、その対策に取り組んでまいります。

国土交通省との意見交換 国土交通省の被害状況調査

震災から半年
～本格的な復旧・復興へ～
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９
月15日（木）、佐藤信秋参議院議員（元国土交通省事務次官）が本市を来訪されました。今回は、東

日本大震災復興特別委員会理事として、茨城県の中ではじめに潮来市をということで、日の出地区

の被害状況を視察されました。その後、市役所市長室に立ち寄ら

れ、国の大震災に対する取り組みや原発問題などのお話しや、本

市の液状化について 田市長と活発な意見交換が行われたところ

です。本市を含め、東日本の早期の復旧を期待するものです。

　市では今後、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、本格的な復旧・復興へと、スピード

感を持って取り組んでまいります。ご不自由をおかけいたします

が、どうぞよろしくお願いいたします。

 募集内容

　市内で撮影した写真映像

　・写真・プリント（カラー・白黒）

　・写真・デジタルデータ

　・動画　形式は問いません

 提出方法

任意の用紙に住所、氏名、年齢、性別、電話番

号、撮影日時・場所を記入の上、秘書政策課まで

郵送（※１）、Ｅメール（※２）または直接ご持

参ください。

　※１【郵送】写真・動画

　　　　ＣＤ・ＤＶＤまたはそのほかの記録媒体に

保存し、提出してください。

　※２【Ｅメール】写真デジタルデータのみ

　　　　メールサイズは１通につき４ＭＢ以下で送

信してください。

 注意事項

　提供いただいた写真 著作権は提供者に帰属し

ます。ただし、提供者は市に対して、提供した写

真を広報等で使用する（複製・展示・貸与・出版

を含む）権利を無償で許諾するものとします。

下水道工事

↓

水道工事

（ガス工事：民間事業者）

↓

道路・排水溝工事

※ガス工事については

　ガス管が通じている

　地域のみ

　東日本大震災から半年以上が経過し、現在は復旧に向けた工事が進められています。状況は日々変化し

ておりますが、震災の記録は後世に伝えるべき重要なものとなります。

　そこで、市民の皆さんが撮影した、震災に関する写真・映像を募集します。提供いただいた写真は整

理・保存し、後世への記録として役立てられますので、ご協力をよろしくお願いします。

　　　　　お問合せ・提出先　〒311-2493  潮来市辻626　潮来市秘書政策課

　　　　　　　　　　　　　　TEL.63-1111　内線213　E-mail  info@city.itako.lg.jp

下水道工事

ガス工事

水道工事

本格復旧工事の進め方（イメージ）

震災写真・映像募集

佐藤参議院議員との意見交換
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７月３０日（土）～３１（日）

日の出公民館３世代交流
８月２８日（日）
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《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

City  News Flash
シティーニュースフラッシュ

　８月28日（日）、ひたちなか総合運動公園にて

行われた、第18回全国クラブチームサッカー選

手権茨城県大会において、潮来ウェンブリーＦ

Ｃが準優勝に輝きました。決勝戦では２対３と

いう激戦の末、惜しくも敗れましたが、茨城県

大会２位という素晴らしい結果をおさめまし

た。潮来ウェンブリーＦＣの皆さん、本当にお

めでとうございます。 

潮来ウェンブリーＦＣ 茨城県大会準優勝

植田 義継 さん

　日本トライアスロン協

会理事、茨城県トライア

スロン協会理事長を歴任

し、トライアスロンの普

及に努めたほか、区長会

長、民生・児童委員協議

会副会長、社会福祉協議

会理事などを務められ、

地域社会の発展に尽くさ

れた功績が認められまし

た。

旭日単光章

　８月４日（木）、「第10期鹿行地域明日の地域づくり委員会Ｏ

Ｂ会」（植田義継会長）の方々が、竹製のいかだ７艘にホテイア

オイ200本をくくりつけ、前川の水質浄化に取り組みました。

　ホテイアオイ等の水生植物は、水中の窒素等を吸収して成長

することから、水質浄化を行うことができるとされています。

　植田会長にお話を伺ったところ、「潮来に限らず、霞ヶ浦流域

の水質浄化のために、今回の試作試験でホテイアオイの越冬栽

培を是が非でも成功させたい」と話されていました。

水質浄化に向け、ホテイアオイを周年栽培

ご受章おめでとうございます叙 勲
明間 正一 さん

　昭和51年４月から昭和

63年３月まで３期12年間

の永きにわたり、牛堀町

議会議員として在職し、

民主的かつ効率的な議会

運営に努めながら、魅力

あるまちづくりの実現を

目指し、努力された功績

が認められました。

旭日単光章

潮来ウェンブリーＦＣの皆さん
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　　　　　　連絡先　行方警察署　　　　　　　　　TEL.72-0110
　　　　　　　　　　鹿行県民センター環境保安課　TEL.0291-33-5363
　　　　　　　　　　潮来市　環境課　　　　　　  TEL.63-1111

　最近、市役所に「近所で野焼きをしている」「煙や臭いがすごい」との苦情連絡が入ります。

　ごみを燃やすことは法律で禁止されており、違反者は５年以下の懲役若しくは１,０００万円以下の罰金、

又はこの併科となっています。

　例外として、農業や漁業を営むためやむを得ないもの、たき火などの軽微なもの（落ち葉など）は野焼きに

なりませんが、ごみを燃やすことは禁止となっております。

※野焼きしている現場を見つけたら、行方警察署、鹿行県民センター、潮来市環境課のいずれかまでご連絡ください。

野焼きは法律により禁止されています野焼きは法律により禁止されています

　 登録している犬
①市からの通知（ハガキ）

　※印を押してきてください。

②料　金　３,３００円

　内訳：予防注射　　　　 ２,９５０円

　　　　注射済票交付手数料　３５０円

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５３

　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により「登録」をしなけ

ればなりません。そして、年１回の「狂犬病予防注射」を受けるこ

とが義務づけられています。犬の具合が悪い場合は、無理をせず動

物病院で注射を受けてください。

　また、犬の死亡・住所変更・所有者の変更があった場合は、市に

届出をしてください。 （　　　　　　　　　　　　　　 　　）

狂犬病予防注射料金と持参するもの

　 新しく犬を飼った場合

①印　鑑

②料　金　５,３００円

　内訳：登 録 料　　　　 ２,０００円

　　　　予防注射　　　　 ２,９５０円

　　　　注射済票交付手数料　３５０円（   　　　　　　　　 ）
～飼い主の方は、愛犬と一緒にお近くの会場へお越しください～

※今年は１０月４日（火）～８日（土）の実施となります

開始～終了 場　　所 地　区
10  9:00～ 9:25 須賀区集会所 曲松・須賀

 9:40～ 9:55 小泉公民館 小泉
10:10～10:45 延方公民館 西区・新宮
11:00～11:15 東区集会所（浅間神社） 東区
11:30～11:45 大洲公民館 大洲

10  9:00～ 9:20 貝塚農村集落センター 貝塚・江寺・築地
 9:35～10:15 川尾区集会所 川尾
10:30～10:45 古高農村集落センター 古高
11:00～11:15 北浦ヶ丘自治会集会所 大山
11:30～11:50 下田農村集落センター 下田・宮前・洲崎

10

 9:00～ 9:20 清水田園都市センター 清水
 9:35～ 9:55 旧牛堀第二小学校 堀之内・茂木
10:10～10:25 永山農村集落センター 永山

10:40～11:25 旧八代小学校
横須賀・芝宿・宿・古
宿・赤須・台上戸

13:00～13:30 大生原公民館 釜谷・大生・大賀
13:45～14:15 荒工集会所 水原１～２区
14:30～14:45 横山会館 水原３区

開始～終了 場　　所 地　区

10

 9:00～ 9:35 大塚野会館
西丁・大塚野・
十四番

 9:50～10:20 まちかどギャラリー駐車場
二～三丁目・下
丁・上丁・浜丁

10:35～10:55 四丁目会館
四～八丁目・あ
やめ丁

11:10～11:35
日の出浪逆集会所
（浄化センター）

日の出６～８丁
目・十番

11:45～12:00 中央公民館 日の出３～５丁目

13:15～13:40 日の出２丁目児童会館 日の出１～２丁目

13:55～14:15 徳島田園都市センター 米島・徳島・福島・前川

10  9:00～10:10 潮来市役所
将 監・新 町・後
明・七軒丁・全域

10:25～11:15 潮音寺（慈母観音）そば 日の出全域

11:30～12:20
潮来市商工会
（旧牛堀出張所）

牛堀一区・二区・
全域

平成23年度 犬の登録と狂犬病予防注射
（集合注射）実施のお知らせ

《広　告》 《広　告》
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　　　お問合せ・申込先　〒３１１-２４３４　潮来市島須７７７　かすみ保健福祉センター
　　　　　　　　　　　　TEL.６４-５２４０　FAX.８０-３０７７

　潮来市かすみ保健福
祉センターでは、市民
の皆さまの健康をお助
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。

　今年も「健康」をテーマとし、「いきいき☆健康サロン」事
業を、９月からスタートしました。このサロンは、老若男女ど
なたでもお気軽に参加できる健康づくり講座です。潮来市健康
づくり実行委員手作りのヘルシースィーツもいただけます。
　全講座の内容は次のとおりです。希望される講座へのお申し
込みはお早めに！皆さんの参加をお待ちしています。

＜開催場所＞　かすみ保健福祉センター １Ｆ多目的ホール

日　時 サロン健康講座内容 定員・用意するもの

☆10月講座
　10月13日（木）
　13:30～16:00

◆「楽しいトーク！＆いきいきヘルス体操」」
・講師：志村　乃婦氏・下河　よし子氏
☆健康講話　保健師　＊健康チェック！
　ティータイム　手作りヘルシースィーツ！

60人
室内シューズ
バスタオル

☆12月講座
　12月１日（木）
　13:30～16:00

◆いきいき☆健康サロン元気いっぱい芸能発表
テーマ「楽しく元気に歌って踊ってメリー
クリマス！」
・「いきいき潮来音頭」各地区対抗合戦
・健康づくりグループ団体発表
みんなで楽しくとん汁を食します！

200人

平成24年
☆１月講座
　１月20日（金）
　13:30～16:00

◆棒体操で運動不足解消！
テーマ「棒体操運動で楽しい健康づくり！」
講師：河瀬　治孝　氏（トレーニング指導士）
☆健康講話　保健師　＊健康チェック　　　
　ティータイム　手作りヘルシースィーツ！

60人
室内シューズ
バスタオル

☆２月講座
　２月10日（金）
　13:30～16:00

◆食の安心安全を考えよう！
テーマ「安心安全な食生活をおくるポイント！」
講師：根本　芙美氏（県食の安心安全委員会）
◆正しい薬の基礎知識
テーマ「ジェネリック薬品の正しい知識を学ぼう！」
講師：実川　綾子氏（薬剤師 薬剤師会事務局）
　ティータイム　手作りヘルシースィーツ！

100人

＜申込方法＞

★参加ご希望の方は、かすみ保健福祉センターへ住所・お名前・電話番号等をご連絡ください。
★定員になり次第締め切ります。
★講師の都合で、メニューが変更となる場合もありますので、ご了承ください。
★当保健センターまでは、「道の駅いたこ」の市内無料送迎バスをご利用ください。

いきいきヘルス体操教室各地区で開催しました！

ご協力ありがとうございました！
　各地区集会所66箇所実施を目標に、７月30日（土）から８月20日
（土）までの３週間で、1,310名の市民の皆さんにご参加いただきま
した。健康推進員（区長）を始めといたしました地域の皆さん、ご参
加いただきありがとうございました。
　今後も引き続き、各地区の皆さんの健康づくりのために、グループ
等で定期的に実施されますよう、お申し込みをお待ちしています。

参加費
無料！

平成23年度かすみ保健福祉センター事業

楽しい各種メニュー！

いきいき☆健康サロンいきいき☆健康サロン

大洲集会場での様子
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　ジョブカフェいばらきでは、「脱フリーター・脱

無職」を目指している方を対象にした、就職支援

セミナー『就職カレッジ』を開催します。

【日　時】10月６日（木）、７日（金）、13日（木）、

　　　　　14日（金）、17日（月）

【場　所】茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

【内　容】自己分析、職種研究、

　　　　　プレゼンテーション、面接対策等

【対象者】おおむね15～39歳の求職者。

　　　　　全日程参加できる方。

【参加費】無料

【募集人数】30名（先着順）

【応募方法】要予約。電話またはメールにてお申込みください。

【お問合せ・申込先】

　NPO法人雇用人材協会事務局　TEL029-300-1738

  E-Mail  s-college@koyou-jinzai.org

平成23年度　就職カレッジ

メッシュクラフト展

【期　間】10月５日(水)～10月10日(月)

【時　間】午前10時～午後５時
　　　　　（最終日は午後３時まで）

植物画展～ボタニカルアート
特設コーナー～身近な薬用植物～

【期　間】10月11日(火)～10月16日(日)

【時　間】午前10時～午後６時
　　　　　（初日は午後１時から・最終日は午後４時まで）

フォト迷露写真展

【期　間】10月25日(火)～10月30日(日)

【時　間】午前10時～午後５時
　　　　　（初日は午後１時から・最終日は午後３時まで）

【入 場 料】無料

【お問合せ】水郷まちかどギャラリー TEL.63-3113

水郷まちかどギャラリー展示案内
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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》《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》

警察の相談ダイヤル ＃９１１０

　警察安全総合相談センターでは、「犯罪等による被害
の未然防止に関する相談」、「県民の皆さんの安全と平
穏についての相談」を受け付けています。また、最寄
りの警察署、交番、駐在所でも受け付けています。
　不急の相談が110番に寄せられることは、事件事故
等の緊急通報に対する警察の対応を遅らせ、結果とし
て人の生命、身体等の保護に支障を生じる恐れがあり
ますので、相談については【♯９１１０】におかけく
ださい。（♯９１１０は警察安全総合相談センターへ
の直通電話です）
【お問合せ】　警察安全相談センター
　　　　　　　TEL.029-301-9110

県立カシマサッカースタジアム
太陽光発電施設の拡張資金　募集

航空観閲式の実施について

　防衛省は自衛隊記念日行事の一環として、平成

２３年度航空観閲式を10月16日（日）に航空自衛

隊百里基地において実施することとなりました。

　当日および事前の飛行訓練中は、大変ご迷惑を

おかけいたしますが、何卒、ご理解の上、ご協力

をお願いします。

　なお、政府主催行事のため、一般者のご来場は

できませんのでご了承願います。

【お問合せ】航空自衛隊百里基地渉外室

　　　　　　TEL.0299-52-1331　内線2211・2587

9/27（火）からライターの
販売規制が始まります

　子どものライター遊びによる事故や

火災を防ぐため、ＰＳＣマークが表示

されていない使い捨てライター等は原

則として販売が禁止されます。

　なお、ＰＳＣマークのついたライ

ターであっても、子どもには触らせず、

手の届かない所に保管しましょう。

　また、不要なライターは、ガス抜き

をして各自治体のルールに従って適切

に廃棄しましょう。

【お問合せ】

　茨城県生活文化課

　TEL.029-301-2828

　茨城県では、カシマサッカースタジアムに太陽光発電施設を整

備し、ＣＯ２の削減やスタジアムの省エネ化を推進しています。

　ついては、カシマサッカースタジアム利活用推進協議会で、市

民や企業の皆さんに協力をお願いし、発電施設の拡張をすすめます。

　皆さんのご理解とご支援をお願いします。

【募 金 額】個人1,000円（１口）  企業50,000円（１口） ※複数口可

【募金方法】

１．振込による募金（市役所窓口設置の振込用紙をご利用ください）

２．スタジアム特設ブースでの募金（ホームゲーム開催時：次回10/2）

３．その他

　①ホームページおよび太陽光発電量表示装置へ募金された方の氏名を掲載

  ②特設ブースから募金された方へは上記特典に加え、オリジナ

ルステッカーの進呈

【受付開始】10月３日（月）～（振込による募金開始）

【お問合せ】カシマサッカースタジアム利活用推進協議会事務局

　　　　　　（茨城県企画部事業推進課内）　TEL.029-301-2753



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

 10月の図書館カレンダー 

※休館日は、

　10月19日（水）館内整理日

　９月26日（月）～10月５日（水）

　特別館内整理日

10月６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）

うしぼりおはなしの会

10月８日（土）午後２時～２時30分

「山（やま）」のおはなし
図書館友の会

10月20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

10月22日（土）午後２時～３時

ハロウィーン特別版！！
うしぼりおはなしの会

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

図書館員おすすめの本

紹介　芸術の秋に音楽はいかがでしょうか。「むしのおんがくがっこう」「ひみ

つのがっき」「くまの楽器店」など、音楽会やいろいろな楽器がでてく

るお話を集めました。読むだけでなく、音を奏でられるお話もありますよ♪

児童本特集（10月）

今月の本棚（10月）

紹介　日本ミステリー文学大賞は光文社が主催する文学賞です。推理

小説の発展に貢献のあった作家・評論家に贈られ、日本推理小

説界においては老舗の文学賞です。また、大賞とあわせ、新し

い才能と野心にあふれた新人作家の発掘に寄与するための新人

賞も発表されています。

特集　日本ミステリー文学大賞・新人賞

紹介　毎年10月、世界中の注目を集めるノーベル賞授賞の決定・発表がありま

す。授賞式はノーベルの命日にあたる12月10日に行われます。世界最初

の国際的な賞として1901年に創設されて以来、その歴史を積み重ねてき

たノーベル賞は現在６分野あり、自然科学３賞と呼ばれる「物理学賞」

「化学賞」「生理学・医学賞」と、「平和賞」「文学賞」「経済学賞」があ

ります。図書館では、ノーベル賞の受賞者から選考されて選ばれるまで

の解説など、ノーベル賞に関する様々な資料を集めました。

特集 「あっぱれ！ノーベル賞！」

特集 「音楽会にでかけよう！」

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

10月15日（土）午後１時30分～ ペリーヌ物語 －
子ども向け
（アニメ）

10月16日（日）午後１時30分～ 幸せのちから
ウィル・スミス

／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）

内容：　厚生労働省の社

会保障審議会では、子

どもたちの健やかな成

長に役立ててほしいた

め、出 版 物・舞 台 芸

術・映像メディアなど

の作品を、児童福祉文

化財として推薦してい

ます。図書館では、平成20年度から平成22年度に推薦

された出版物178作品を展示・貸出しています。

内容：　５月からこどもだよりの名前（ニック

ネーム）を募集していましたが、応募のあった

中から名前が決定しました。名前は『スマイ

ル』です。名前を考えてくれたのは、白金真悠

さん（９才）です。「子どもは笑顔が大切で、

本を読んで笑顔になればいいな」という理由か

ら考えてくれました。残念ながら採用にならな

かったみなさんも、一生懸命考えていただき、

ありがとうございました。

◇上映会のお知らせ◇

特集：企画展示『子どもたちに読んで

　　　ほしい本』コーナー

図書館子どもだよりのネーミングが

「スマイル」に決定しました！

内　　容　いろいろな木の実（各種のドングリ、マツボックリなど）

を知りそれを使っていろいろな動物を作ってみよう！

日　　時　１０月２９日（土）　午後２時～

場　　所　潮来市立図書館　第２集会室

募　　集　３０名（対象：小学生　低学年のお子様は保護者同伴）

材 料 費　１人２００円

応募方法　図書館カウンター、電話、ＦＡＸで受付いたします。

おもしろ理科先生

『木の実でいろいろな

　　　　 動物を作ろう！』

イベントのお知らせ
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
お元気会（い）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（徳島小）
子育て広場（中）

子育て広場（中）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（津知小）
子育て広場（中）
マタニティ・セミナー（か）
議長杯クロッケー・輪投げ大会（か・公）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.10月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（潮来小）
子育て広場（中）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（大生原小）
子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.5月生）

のぎく会（い）

子育て広場（図）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（延方小）
子育て広場（図）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（牛堀小）
子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.2月生）
市長杯グラウンドゴルフ大会（か・公）

二種混合
（ジフテリア・破傷風）
（日の出小）
子育て広場（図）
ヘルスアップ教室（延・公）

子育て広場（中）
いきいき健康体操（か）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.3月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

October

のカレンダー

（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

（か・公）…かすみの郷運動公園

（あ・駐）…あやめ駐車場

（潮・一）…潮来第一中学校

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H20.7月生）

◎今月の納税は、市県民税の第３期分・国民健康保険税の第４期分・介護保険料の第４期分です。
《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

◎10月６日（木）から図書館の開館時間が午前10時から午後７時となります。

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

慈母学園運動会

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

常南医院563-1101

体育の日

＋当番医

仲沢医院563-2003

商い創造祭（あ・駐）

延方地区市民運動会

大久保診療所
562-2506

津知、大生原、日の出、
牛堀地区市民運動会

牛堀整形外科
564-2888

ストレッチ体操（い）

月10

60
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グラウンドゴルフ大会（か・公）
延方・うしぼり幼稚
園運動会
小羊・白帆・牛堀・
かすみ保育園運動会

潮来保育所運動会
日の出保育園運動会

潮来幼稚園運動会
青少年のつどい

（潮来公民館）

科学の祭典（潮・一）
商い創造祭（あ・駐）

＋当番医

＋当番医

● 実施場所 ●



人口のうごき ９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23年

９月22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

10,734世帯 （－ 4）15,184人14,900人 （＋16）（－ 8）30,084人（＋ 8）

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

編　集：潮来市総務部　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　茨城県潮来市辻626
　　　　　　〒311-2493　℡0299-63-1111

Vol.126 FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

http://www.city.itako.lg.jp

http://www.city. itako.lg. jp/mobile/

info@city.itako.lg. jp

８月28日（日）、カシマサッカースタジアムにお
いて、潮来の特産品の販売やとれたての新米

の試食が行われたほか、グラウンドゴルフの特設体
験コーナーでは多くの方々が豪華賞品を目指し、奮
闘しました。
　また、キックオフ前のピッチサイドセレモニーで
は、 田市長とあやめ娘から選手および審判へ特別
栽培米コシヒカリ「潮来あやめちゃん」が贈られた
ほか、エスコートキッズ牛堀小学校サッカースポー
ツ少年団がアントラーズの選手達と一緒に入場しま
した。
　試合はアントラーズが６対０と大勝しました。

「潮来の日」開催！

アントラーズ　ホームタウンデイズ

「潮来の日」開催！

特別栽培米コシヒカリ「潮来あやめちゃん」の贈呈エスコートキッズ（牛堀小学校サッカースポーツ少年団）

グラウンドゴルフの体験

潮来産新米の試食ホールインワン達成者の大抽選


