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潮来市災害対策本部からのお知らせ 　　　　　　 ～引き続き、節水にご協力ください～

　日の出および十番・十四番地区につきましては、今

後も全力で復旧工事を進めて参ります。

　ご理解いただきますようお願いします。 

【給水場所のお知らせ】

○田の森浄水場  　○シルバー人材センター

○日の出中学校

【給水時間】午前8時から午後6時(日の出中は午後10時) 

※給水は一回20リットルまでとさせていただきます。

※ペットボトルやタンクなどをお持ちください。

 かすみ保健福祉センターでは、2歳未満の乳児を対象

にミネラルウォーターの配布を行っております。ま

だ、受け取られていない方は、母子健康手帳とエコ

バッグを持参の上、かすみ保健福祉センターまでお越

しください。

　　　　  

　潮来市 水道課　TEL 63-1111  内線330～333

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

　東京電力 茨城カスタマーセンター

　TEL 0120-995-332 　

　日本ガス　潮来営業所　TEL 66-1421

　NTT東日本　TEL 113

■小中学校の入学式・始業式(4月)の日程は次のとおり

　です。

　6日(水)　小学校 入学式・始業式、中学校 始業式

　7日(木)　中学校 入学式

※牛堀中学校の入学式は牛堀小学校の体育館で実施しま

　す。その他の学校については当該校で行います。

■校舎等の被害状況は次のとおりです。

　各学校の施設は応急危険度判定(3月18日調査)の結果

　を踏まえ、次の施設を除き、通常どおり使用します。

・津知小学校　給食配膳室

・徳島小学校　体育館　　・牛堀中学校　体育館

■学校給食について

　4月8日(金)から通常どおり行う予定です。

          

　潮来市 学校教育課　TEL 63-1111　内線362

　　　　　　

                   
　　　　　　～雨天時は特に節水してください～

【日の出地区の皆さん】

　復旧に向けて、作業を全力で進めています。それ

までは、トイレなどについては、小中学校および各

集会所の仮設トイレなどをご利用いただきますよ

う、お願いします。

※工事箇所付近での路上駐車は工事の妨げになりま

　すので、ご遠慮ください。

          

  潮来市 下水道課　

　TEL 63-1111　

　内線324、325、326

　

　

 市内の一部で、道路陥没・隆起も発生しており、一

部通行止め箇所がありますので、ご注意ください。

　潮来市 都市建設課 

　TEL 63-1111 内線350、351、347

【子育て広場】 

　子育て広場は、当面の間お休みとさせていただきま

　す。ご了承ください。再開が決まりましたら、広報

　紙・ホームページにてお知らせします。

　潮来市 社会福祉課  TEL 63-1111 内線385

　　　　　　　　　～潮来市商工会からのお知らせ～

《中小企業震災復興特別相談窓口》

【時　　間】午前9時～午後5時

※4月2日(土)、3日(日)も実施します。

【場　　所】茨城県産業政策課および潮来市商工会

【内　　容】金融、経営課題に関する相談

《緊急「1日公庫」の開催》

【日　　時】4月4日(月) 午前10時30分～午後3時30分

【場　　所】潮来市商工会(牛堀17番地)

【募 集 枠】9社(先着順)

【申込期限】4月1日(金)

【申込方法】潮来市商工会まで、電話にてお申し込み

　　　　　　ください。

　茨城県産業政策課 TEL 029-301-3530

  潮来市商工会     TEL 80-3831

　　震災復興へ！　
　　　みんなで力を合せて
　　　　　　　がんばりましょう！　　　　
　
　現在、市では、災害救助法の適用を受け、全力で復旧作業に取り組んでいる

ところですが、今なお、日の出地区を中心に上下水道などのライフラインにお

いてご不便をお掛けしている状態にあります。

　また、住まいなど生活の確保や、事業再開のめ

どが立たないというような不安を抱えておられる

と思います。

　このような状況の中、本市といたしましては、

国・県と連携のうえ、市民の皆さんと一体となっ

てこの困難を乗り切り、復興に努めて参りたいと

存じますので、ご理解とご協力をお願いいたしま

す。

■被災者支援室
　被災後の生活再建に不安を持つ被災された方々に対して、総合的に相談に応じるため、

「潮来市被災者支援室」を設置しましたので、ご利用ください。

【問 合 せ】潮来市被災者支援室(本庁舎2階)　TEL 63-1111　内線311、382、394

■茨城県建築士会による住宅相談会
【期　　間】4月4日(月)～4月18日(月)　潮来市役所 議員控室(本庁舎3階)
【時　　間】午前9時～午後4時
【相談内容】建物の修理に関すること
【対 応 者】茨城県建築士会会員
【相談費用】無料
【そ の 他】相談者の人数によっては、お待ちいただく場合やお話を伺えない時もあり
　　　　　　ます。ご理解のほど、お願いいたします。
※できる限り、被害等のわかる写真(携帯電話画像でも可)などをご持参ください。

■空き家提供のお願い
　被災者支援室では、東北関東大震災により、居住できなくなった被災者の方へ

空き家(アパート等を含む)を提供していただける方を募集しています。

　ご協力いただける方は、被災者支援室までご連絡ください。

避難場所・避難人数

・潮来第一中学校：8人　・日の出中学校：54 人

　合　計：62 人 (3 月 30 日現在 )

※上記 2カ所に設けている避難所について、新学期

　を迎え使用頻度が増すこと、さらに衛生管理の行

　き届いた場所に移設したいことを踏まえ、4 月 3 日

　(日 )に潮来保健センター (辻 779) へ、集約させ

　ていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

【問合せ】

　潮来市災害対策本部 TEL 63-1111 内線 111、116、117
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ヘルスランドさくらのお風呂】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【市の無料送迎バス】

　

　　　　

　

　

　

　

　　　

　　　

　

　　　

　　　

　

      

　

      

　　　　　　　　　

　　　

　

      

　

　

　

          

　　　　

ヘルスランド さくら  無料！

問合せ

【市 の 無 料 送 迎 バ ス 運 行 表】

市福祉バス停留所

①日の出 1丁目集会所北

②ボーリング場跡地西 (2 丁目 )

③日の出中学校南(3，4丁目 )

④日の出 5丁目集会所北

⑤日の出第1近隣公園南(6丁目)

⑥日の出 7丁目集会所北

⑦飯島内科東 (8 丁目 )

ヘルスランドさくら

さくら行1号 (帰り )

10:15(12:35)

さくら行 2号 (帰り ) さくら行 3号 (帰り )

10:19(12:31)

10:23(12:27)

10:28(12:22)

10:32(12:18)

10:37(12:13)

10:42(12:08)

13:15(15:35) 16:15(18:35)

13:19(15:31)

13:23(15:27)

13:28(15:22)

13:32(15:18)

13:37(15:13)

13:42(15:08)

16:20(18:31)

16:23(18:27)

16:28(18:22)

16:32(18:18)

16:37(18:13)

16:42(18:08)

11:00(11:50) 14:00(14:50) 17:00(17:50)

その他の無料入浴施設

広報いたこ情報版 臨時号 平成23年4月1日発行 発行者 潮来市長         （広報に関するお問い合せは秘書 政策課 ℡.63-1111内線209まで）

【日の出地区送迎

　　　バス乗り場位置図】

お風呂にお困りの方へ

問合せ

　次の施設のご厚意により、入浴サービスを実施させてい
ただきます。入浴時間の厳守にご協力願います。

　また、施設へのお問合せは一切ご遠慮願います。　
《期　　間》4月28日(木)まで

《場　　所》

　（1）潮来ホテル(潮来市あやめ1-10-7)　毎日
　　【受付時間】16:00～21:00【終了】21:30
　　【お風呂の広さの目安】男性 30人　女性 15人

　（2）麻生カントリークラブ(行方市島並933)　平日限定
　　【受付時間】11:00～12:00【終了】12:30
　　【お風呂の広さの目安】男性 30人　女性 15人

　（3）潮来カントリー倶楽部(潮来市築地700)　平日限定
　　【受付時間】 9:00～11:30【終了】12:00
　　【お風呂の広さの目安】男性 20人　女性 10人

　（4）ジェイゴルフ霞ヶ浦(潮来市茂木279-1)　平日限定
　　【受付時間】18:00～20:30【終了】21:00
　　【お風呂の広さの目安】男性 30人　女性 16人

　（5）霞ヶ浦ホテル(潮来市永山48-1)　毎日
　　【女性入浴時間】13:00～15:00
　　【男性入浴時間】15:00～16:00
　　【お風呂の広さの目安】4～8人

《期　　間》4月20日(水)まで

《場　　所》
　（6）かんぽの宿 潮来(水原1830-1)　平日限定
　　【受付時間】11:00～16:00【終了】17:00
    【お風呂の広さの目安】男性 50人　女性 50人

《対 象 者》
　　潮来市民で、震災の影響により、ご自宅のお風呂に入るこ
　とができない方。
　※ご自宅でお風呂に入ることができる方は、ご遠慮ください。
　※住所・氏名が明らかになるものをご持参ください。
　※交通につきましては自家用車をご利用下さい。
　

《そ の 他》
　①タオル、せっけん、シャンプーはご用意ください。
　②貴重品については、ご自身で管理願います。
　③混雑が予想されますので、お一人30分にての入浴にご協
　　力願います。
　④なお、これらの施設のほかに、ご厚意が得られましたらす
　　ぐにお知らせします。

　　　　　潮来市 秘書政策課 TEL 63-1111 内線208 

《交通》
　ヘルスランドさくらへの交通に

つきましては自家用車をご利用く

ださい。なお、甚大な被害のあっ

た日の出地区については右のとお

り市の福祉バスによる無料送迎サ

ービスをご利用ください。　

　

《避難所ならびに十番
・十四番地区の皆さまへ》
　Ā潮来ホテルāのご厚意により、

送迎バス付きの無料入浴サービス

を4月28日(木)まで、毎日実施いた

します。　　

　　市では、震災の影響によりお風呂にお困りの方を対象に、お風呂の無料サービスを行います。
　　併せて、甚大な被害のあった日の出地区については、現地までの送迎サービスも実施しますので、
　ぜひご利用ください。
　【期　　間】4月28日(木)まで　　　　【受付時間】11:00～21:30　【終了】22:00
　【場　　所】ヘルスランドさくら(潮来市島須1258 クリーンセンター隣)
　【お風呂の広さの目安】男性　20人、女性　20人
　【対 象 者】潮来市民で、震災の影響により、ご自宅のお風呂に入ることができない方。
　※ご自宅でお風呂に入ることができる方は、ご遠慮ください。
　※住所・氏名が明らかになるものをご持参ください。
　※タオルはご用意ください。なお、混雑が予想されますので、お一人30分にての入浴にご協力願います。

　　　　　　　ヘルスランドさくら　TEL 64-5858




