
　農業用使用済塩化ビニールおよびポリエチレンの収

集・回収を実施します。年度登録制になっております

ので、排出される方は事前登録をお願いします。 

 　　　　　 平成24年1月11日(水)～1月20日(金)

　　　　　　　　　　　　　（土・日曜日を除く） 

　　　　　　潮来市役所農政課  

　※1回目に登録済の方は、登録の必要はありません。 

 　　　　　 2,000円  

　　　　　　    印鑑  

　　　　　　平成24年1月23日(月) 午前9時～午後4時

　　　　　　　　　　　　　 (正午～1時は除く)

　　　　　　ＪＡなめがた潮来ライスセンター(大洲) 

            牛堀育苗センター(島須)

   

　潮来市農業用廃プラスチック適正処理推進協議会事務局

　(潮来市農政課内)　TEL 63-1111　内線264～266

　平成24年潮来市消防団出初式が、以下のとおり行わ

れます。式典終了後には、42台の消防車両による市内

パレードと潮来港での一斉放水を行います。新春のイ

ベントとして、ぜひ皆さんでご覧ください。

　※出初式出動合図として、午前7時30分にサイレン　

　が3回鳴ります。

　　　　　　平成24年1月9日(月・祝) 午前9時30分～正午

　　　　　　

　◎式典

　　日の出小学校(体育館)　：午前9時30分～10時40分

　◎消防車両パレード

　　JR潮来駅前　　　　　　：午前11時10分～40分頃

　◎一斉放水

　　潮来港(常陸利根川川岸）：午前11時45分頃

　

　潮来市　総務課　TEL 63-1111　内線234

　

　　　　　　平成24年2月18日(土)

　　　　　　午後6時30分開演 (午後6時開場)

　　　　　　潮来公民館(大ホール)

　　　　　　落語　　：吉原朝馬、古今亭志ん馬、

　　　　　　　　　　　古今亭駒次、吉原すずめ

　　　　　　マジック：Mr.クマリック

　　　　　　2,000円(309席 全席指定)

　　　　　　※未就学児の入場はご遠慮願います。

　　　　　　平成24年1月12日(木)～

　　　　　　潮来公民館窓口にて販売します。

　※電話での予約は行いませんので、ご了承ください。

　潮来市立潮来公民館　

　TEL 62-3522

  (月曜を除く午前9時～午後5時)

　震災により多くの道路が被災しました。特に日の出

地区の道路の被災は甚大なため、市では、現地の状況

と地区全体の排水を考慮し、道路高を設定しました。

　道路高の内容は、道路建設課にて図面等によりご説

明しますので、窓口までお越しください。

※今回道路高の設定をしましたが、実際に道路を復旧

  する場合、余震による現況の変化や工事施工による 

  差異が生じることがあります。

※塀等の構造物や駐車場の修復については、道路境界

　が現在調査中であることや道路排水構造物の復旧が

　ありますので、道路復旧と同時に施工していただく

　ことをお勧めします。

　　　　　

  潮来市 道路建設課 TEL 63-1111　内線344、345

　12月になり、厳しい冷え込みの朝もございます。市

では日の出2、4、5、6、8丁目の仮設給水管に対して保

温材の設置作業を行っておりますが、宅内の配管の凍

結も考えられますので、水のくみ置きをするなどの対

応策を講じていただくよう、ご協力願います。

　　　　　

　潮来市　上下水道課　水道グループ　

　TEL 63-1111　内線332～334

　災害救助法に基づく住宅応急修理制度の申込締切日

については、これまで目安として12月としておりまし

たが、このたび申込期限が決定しましたのでお知らせ

します。対象となられる方で、申請がお済みで無い方

はお早めに申請願います。

　　　　　　平成24年1月31日(火)

　※平成24年3月9日(金)までに工事を完了すること。

　　　　　　り災証明にて半壊以上の判定を受けてい

　　　　　　る方。(半壊の場合は所得制限が有り）

　　　　　　※詳細は、下記までお問合せください。

　潮来市　都市計画課　TEL 63-1111  内線346

　輸血用血液がたいへん不足しております。皆さんの

ご協力をお願いいたします。

　　　　    1月3日(火) 午前10時～午後4時

　　　　　　　　　　　　　（正午～午後1時除く）

　　　　　　ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー

          

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240
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平成23年度 第19号

いたこいたこいたこいたこいたこいたこ 　

日の出地区の道路高について

潮来市消防団 出初式

平成24年度　 嫁入り舟の花嫁さん 募集
　　　　　　5月19日(土)～6月24日(日)の水曜日・土曜日・日曜日

水曜日　午前11時
土曜日　午前11時、午後2時、午後8時
日曜日　午前11時、午後2時

平成24年1月10日(火)～2月29日(水) 必着　

35組(予定)　※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。

次の①～③の条件を全て満たす方

　①平成24年4月1日現在、満16歳以上の方
　②各種取材やPRに対応できる方
　③平成24年6月を基準に、前後1年以内に結婚、あるいは予定の方

　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　応募用紙に記入のうえ、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。

　　　　　　(応募用紙は市役所に設置のほか、潮来市ホームページからダウンロードできます。)

実施日が荒天の場合は中止となる場合があります。

花嫁衣裳・美容室・仲人などの詳細は、潮来市ホームページをご覧ください。

平成24年度　あやめ娘　募集　　

　①年齢は満18歳以上（平成24年4月1日現在）
　②国籍は問いません。本市が市内外で実施する観光PR活動等に参加可能な方
　　（4月以降のキャンペーン、あやめまつり期間中の毎週土、日。全15回程度の活動）
　③他のキャンペーンアシスタント等との兼務は不可。
　　　　　　10名程度
　　　　　　所定の応募用紙に記入し、カラー写真1枚(サービス判)を添え、郵送または持参。

　　　　　　（応募用紙は市役所に設置のほか、

　　　　　　　　潮来市ホームページからダウンロードできます。）

　　　　　　平成24年1月10日（火）～2月12日（日）※当日消印有効

　　　　　　第1次選考：書類審査　　第2次選考：面接審査

　

　　　　　　　　　 日額10,000円　　　　　　　　　   （各種手当等含む）

実施時期

実施時間

応募方法

注意事項

そ の 他

あなたの笑顔とおもてなしで潮来をもっと元気にしませんかあなたの笑顔とおもてなしで潮来をもっと元気にしませんか

手　当

応募方法

募集人員

応募期間

選考方法

あやめ娘応募規定

　潮来市　観光商工課　｢嫁入り舟の花嫁さん係｣または、「あやめ娘係」　TEL 63-1111　内線243～245

　〒311-2493　潮来市辻626番地　　潮来市ホームページ　http://www.city.itako.lg.jp/

応募資格

応募期間

問合せ・申込先

第６１回　水 郷 潮 来 あ や め ま つ り

販売開始 

入 場 料 

献 血 の お 知 ら せ

問合せ

回収場所

問合せ

登 録 料

平成23年度活動実績潮 来 あ や め 寄 席  

販売場所 

場　　所 

日　　時 

冬場の給水管凍結防止対策について

応急修理制度 申請締切日について

申請期限 

申請条件 

農業用廃プラスチック回収（2回目）

受付期間 

申請場所 

回収日時 

○テレビ・ラジオ出演
　・とくだね(フジテレビ)、やじうまテレビ(テレビ朝日)、茨城放送
○イベント出演
　・震災復興チャリティイベント『SMILE AGAIN』　　など

募集組数

子育て広場 会場変更のお知らせ  

火 水 木 金曜　日

場　所

時　間

潮来保健センター (辻 779) 市立図書館 ( 牛堀 289)

午前 10 時～正午、午後 1 時～ 4 時

日　程
(1 月 )

10 日 17 日

24 日 31 日

11 日 18 日

　 25 日

12 日 19 日

　 26 日

13 日 20 日

　 27 日

毎週火・水・金曜日に中央公民館で子

育て広場を開設しておりましたが、災

害復旧工事にともない、子育て広場の

会場を変更させていただきます。開設

日時および場所の詳細については右の

表をご参照ください。

参 加 費 無料　※衣装は各自ご用意いただくか、市の貸衣装(無料。ただし着付代自己負担)もご利用いただけます。

お知らせ

場　　所 

内　　容 

日　　時 

問合せ・申請先

日　　時 

場　　所 

問合せ

問合せ・申込先

問合せ

持参するもの

問合せ・申請先



　市役所本庁舎および市内教育施設の放射線量は文部

科学省が8月26日に示した「1マイクロシーベルト毎時」

を十分に下回っており、グラウンドの使用や健康に影

響のあるレベルではありません。

　　　　　　 12月20日 (火)　天候：晴れ

 【測定結果】（単位はマイクロシーベルト毎時）

　

※（ ）内の数字は前回調査との比較増減（▲：減少）

　　　　　潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

  潮来市水道水の放射能量は、原子力安全委員会が

定めた基準値を下回っているため、飲料水として

「安全」です。検査結果は、次のとおりです。

　　　　　　　中外テクノス株式会社

　　　　　　　放射性ヨウ素  ：300 Bq/kg以下　　

　            放射性セシウム：200 Bq/kg以下 
※放射性ヨウ素が100 Bq/kgを超える場合には、乳児

  による水道水の摂取を控えることとされます。

　　　　　

  潮来市 環境課 TEL 63-1111　内線251～253

　取引または証明に使用するはかりは、2年に1回定期

検査を受けなければなりません。市においても、以下

の日程により定期検査を実施しますので、最寄りの会

場で必ず受検ください。

　なお、所在場所での検査を希望される場合、別途料

金になりますが計量士による巡回検査の制度もありま

すので、詳細は下記までお問い合せください。

            1月25日(水)～27日(金) 

　　　　　　午前10時30分～正午、午後1時～3時

　　　　　　潮来市役所

　　　　　　1台あたり520円～3,000円程度

　　印鑑、受検通知ハガキ、はかり

    ※分銅、おもりも必ずご持参ください。

  潮来市　観光商工課　TEL 63-1111　内線244

  (社) 茨城県計量協会 TEL 029-225-7973  

  茨城県計量検定所　指導課  TEL 029-221-2763

　東日本大震災により、ご自身や扶養親族の方などが

所有する住宅や家財などに被害を受けられた方は、所

得税の軽減等の措置をうけることができる場合があり

ます。市では、以下のとおり申告相談会を開催します

ので、ぜひご参加ください。

　　　　　　平成24年1月10日(火)、1月11日(水) 

　　　　　　両日とも午前9時～午後4時

　　　　　　中央公民館（日の出）

　①被害を受けた資産、取得時期、取得価額のわかる

　　もの（建物の請負契約書等）

　②被害を受けた家屋の取得価額がわからない場合は、

　　その面積がわかるもの（固定資産納税通知書等）

　③被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕

　　費用などのわかるもの（請求書、領収書、ジャッ

　　キアップする予定の場合は見積書）

　④被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が

　　わかるもの（保険金の支払通知書等）

　⑤市から「り災証明書」の交付を受けている場合に

　　は、その証明書（写しでも可）

　⑥平成23年分の所得金額や所得控除のわかるもの　

　　　　　　　（会社から受け取った源泉徴収票等）

　※雑損控除額は修繕費ではなく、被害資産の損失額

　　です。修理が済んでいない場合でも申告できる場

　　合があります。詳細は、国税庁ホームページをご

　　覧ください。

　○相談会について　　

　  潮来市 税務課 税務G TEL 63-1111 内線121･123･124

　○雑損控除について　

  　潮来税務署 TEL 66-6931 (音声案内後0番)

　　　　　　平成24年1月23日(月)～1月25日(水)

　　　　　　午前9時30分～11時30分、午後1時～3時

　　　　　　かすみ保健福祉センター

            市内在住で満19歳以上(平成24年3月31日

　　　　　　時点)の女性の方

            超音波検査(素足のかかとを撮影します)

　※骨量の減少の発見が早く、人体に全く無害なの　

　　で、安心して受けられます。

　　　　　　500名(先着順)

　　　　　　1,000円

　　　　　　12月28日(水)　午後5時まで

　　　　　　所定の申込用紙に必要事項を記入し、

　　　　　　かすみ保健福祉センターまで持参、または

　　　　　　FAXにてお申し込みください。

　※申込用紙については、市役所、かすみ保健福祉セ

　　ンター、各地区公民館に配置しております。

　潮来市かすみ保健福祉センター

　TEL 64-5240　FAX 80-3077

　　　　　　12月29日(木)、12月30日(金)

　　　　　　午前9時～午後5時

　※年始は1月4日(水)から対応します。

　　　　　　潮来市商工会

　　　　　　経営に関すること全般

　　　　　　市内商工業者

　　　　　　予約不要

　　　　　　潮来市商工会　TEL 80-3831

　1月10日(火)は、「110番の日」です。110番は、警

察に対する緊急の通報をするための電話です。緊急を

要さない電話は相談窓口（♯9110）または、行方警察

署までおかけください。

　茨城県内からの110番通報の際は市町村名から伝え

てください。携帯電話から110番通報する時は、現場

近くの安全な場所から「現場の住所｣、｢近くの目標

物」(コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、学

校など）、住所が分からず近くに目標物がないとき

は、｢東京電力の電柱番号｣、｢自動販売機の住所表示

ステッカーの住所｣を伝えてください。

　　　　　　～110番の6つのポイント～

　①事件ですか、事故ですか？　

　②それはいつですか？

　③場所はどこですか？

　④犯人は見ましたか？車のナンバーは見ましたか？

　　　　　（人相や服装、逃走方向、車両など）

　⑤現場はどうなっていますか？

　　　　　（けが人はいますか？）

　⑥あなたのことを教えてください。

　　　　　（通報者のお名前、住所、電話番号など）

　　　　　行方警察署　TEL 72-0110

　市主催だから、安心価格！しかも料理は本格的。す

てきな出会いが貴方を待っています。

　          平成24年2月19日(日)　午後4時～7時

            ホテル日航成田　

　※会場へは潮来市役所からバスで向かいます。

　　　　　　25歳～40歳位までの真剣に結婚を考えて

　　　　　　いる独身男女

   男性：市内在住、在勤、在住予定者

　 女性：市外の在住、在勤の方も参加可

            男性：3,000円　女性：1,000円

            男性：20名　女性：20名

　※応募者多数の場合は、抽選にて決定します。

　　　　　　平成24年1月31日(火)まで

　 　　　　 応募用紙に必要事項を記入の上、持参また

　　　　　　 は、電話、FAXにてお申し込みください。

　※申込書は社会福祉課窓口に配置、また市ホーム　

　　ページにも掲載してあります。

　・男性はネクタイ・上着着用、女性はパーティに

　　ふさわしい服装でお願いします。

　・参加決定者には、ご案内通知を送付いたします。

　潮来市　社会福祉課 TEL 63-1111 内線386

　　　　　　水郷潮来バスターミナル駐車場

　　　　　　　　　　　　　　(潮来市延方3707-2)

　　　　　　平成24年1月16日(月)～1月20日(金)

　　　　　　　　平成24年4月1日～平成27年3月31日

　※詳細は、下記までお問い合せいただくか、潮来市

　　ホームページをご覧ください。

　潮来市　都市計画課　TEL 63-1111　内線348

　　　　　　

　　　　　　平成24年1月17日(火)

　　　　　　午前9時30分～午後1時

　　　　　  かすみ保健福祉センター

　　　　　　市内在住で高血圧予防に関心のある方　

　　　　　　無料                

　　　　　　25名程度(先着順)

　　　　　　　　エプロン、三角巾、筆記用具、お米100ｇ

　　　　　　平成24年1月10日(火)まで

　　　　　　電話にてお申し込みください。

　　　　　　潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL 64-5240

問合せ

実施日

問合せ

募　　　集市役所および市内教育施設　放射線量測定結果

潮来市水道水の放射能量測定結果

検査機関

暫定規制値

問合せ

場　　所

手 数 料

健診費用

問合せ

測定場所

潮来第一中学校

潮来第二中学校

日の出中学校

牛堀中学校

潮来小学校

津知小学校

日の出小学校

延方小学校

大生原小学校

徳島小学校

牛堀小学校

延方幼稚園

うしぼり幼稚園

潮来市役所

潮来保育所

白帆保育園

スサキ保育園

牛堀保育園

かすみ保育園

小羊保育園

日の出保育園

潮来幼稚園

放 射 線 量

地上 50cm 地上 1ｍ

0.193

0.090

0.153

0.114

0.098

0.094

0.067

0.060

0.093

0.084

0.061

0.106

0.133

0.132 (▲0.004 )

(▲0.026 )

(　0.002 )

(　0.010 )

(　0.002 )

(▲0.014 )

(▲0.070 )

(▲0.012 )

(　0.003 )

(　0.010 )

(　0.007 )

(　0.004 )

(　0.009 )

(　0.016 )

(　0.003 )

(　0.014 )

(▲0.009 )

(▲0.001 )

(▲0.005 )

(　0.005 )

(▲0.003 )

(▲0.039 )

(　0.021 )

(▲0.009 )

(　0.026 )

(　0.003 )

(　0.001 )

0.104 (　0.004 )

(　0.008 ) 

(　0.009 )

慈母保育園(旧津知幼稚園)

0.108

0.193

0.090

0.144

0.123

0.105

0.097

0.062

0.071

0.098

0.086

0.097

0.071

0.109

0.105

0.131

0.132 0.136

0.103 0.102

0.104 0.117

0.096

0.098 0.095

0.118 0.113

0.101 0.100

0.069 0.070

(　0.028 )

(　0.015 )

(　0.003 )

(▲0.006 )

(▲0.012 )

(▲0.010 )

(　0.003 )

(　0.009 )

(　0.011 )

(  　 　 )

(　　　  )

(　0.029 )

(▲0.005 )

(▲0.009 )

(　0.010 )

(▲0.018 )

採取日

11月 7 日

放射能量 (Bq/kg)
内　容 放射性ヨウ素 放射性セシウム

水道水
(市上水道 )

(I-131) (CS-137)

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 ) 11 月 14 日

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.8 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.3 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )

11 月 21 日

11 月 28 日

12 月 5 日

12 月 13 日 不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 )

検査内容

日　　時

場　　所

申込人数

申込方法

対 象 者

0

0

はかりの定期検査について

持参するもの

持参するもの

問合せ

日　　時

場　　所

日　　時

場　　所

相談内容

対　　象

申込方法

問合せ

申込締切

検査日時

問合せ・申込先

潮来市主催　婚活ウィンターパーティ２０１２

雑損控除等申告相談会

骨粗しょう症健診

経営に関する年末特別相談窓口 開設

安心をつなぐダイヤル　1 1 0番

水郷バスターミナル駐車場　指定管理者 募集

対象施設

募集期間

指定管理期間

問合せ・応募先

高血圧予防のための料理教室　

注意事項

応募締切

日　　程

場　　所

対 象 者

参 加 費

募集人数

応募方法

問合せ・応募先

持参するもの

日　　時

場　　所

対 象 者

主　　催

応募締切

募集人数

応募方法

問合せ・応募先

参 加 費
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