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16

15

 

24

23

20

24

24

期　日 地　区 申告会場 期　日 地　区 申告会場

2月16日 木
牛　堀

かすみ保健

福祉センター

3月 5日 月
潮　来

かすみ保健

福祉センター

　 17日 金 　　6日 火

　 20日 月

日の出

　　7日 水
津　知

　 21日 火 　　8日 木

　 22日 水 　　9日 金
徳　島

　 23日 木 　 12日 月

　 24日 金 障害者の日 　 13日 火

予備日　 27日 月
大生原

　 14日 水

　 28日 火 　 15日 木

　 29日 水

延　方
かすみ保健福祉センター

（島須777）
3月 1日 木

　  2日 金

○住民税申告・相談日程表

・対象地区は全て小学校区単位で指定しています。

　※前年と地区及び日程が変わっております。

　※上記対象地区は混雑緩和のための地区指定です。対象地区以外の日でも受

付けいたします。

　※必ず受付時間内までに、ご来場ください。時間外は受付けることができま

せん。

  ※土・日曜日は受付しておりません。

受付時間　午前９時～午後４時
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　お問合せ　申告日程や住民税に関する事項　　　潮来市　税務課　TEL.63-1111　内線121、123
　　　　　　確定申告や震災の特例に関する事項　潮来税務署　TEL.66-6931（自動音声案内「０」番）

《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
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　潮来市職員の給与は、地方公務員法に基づいて潮来市職員の給与に関する条例で

定められており、すべて議会の審議を経て決められています。市民のみなさんのご

理解をいただくため、人件費や人員、給与水準等をお知らせします。

　なお、詳細な内容は、後日、市ホームページでお知らせする予定です。

人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ

平成22年度
３０，２３４人

平成23年3月31日現在
118億8,881万円 3億1,234万円 21億9,244万円 18.4％

（注）１ 人件費とは、一般職員の給与（給料及び手当）、退職手当、共済組合負担金、特別職の給与、報酬などをいいます。

　　　２ 普通会計とは、どの市町村にも共通する行政の会計をまとめたものです。

　　　３ 実質収支（当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額）＝歳入総額－（歳出総額＋翌年度へ繰り越すべき財源）

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職　員　数 給　　　与　　　費

平成23年度 ２２６人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

9億1,330万円 1億1,863万円 3億3,393万円 13億6,586万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成23年4月1日現在）

（注）１ 職員数は、普通会計予算のみの人数のため、全体数（251人）より25人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成23年度に当初予算に計上された額です。

　　　３ 職員手当には退職手当を含みません。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
（平成23年4月1日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成23年4月1日現在）

区　　分
経　験　年　数

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

一般

行政職

大学卒 280,000円 319,500円 365,600円

高校卒 244,900円 280,200円 326,300円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成23年度）

期末手当 勤勉手当

 6月期 1.225月分 0.675月分

12月期 1.375月分 0.675月分

計 2.60月分 1.35月分

区　分 内　　　　容

扶養手当
他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている扶養
親族のある職員に支給

住居手当 借家　最高27,000円支給

通勤手当 自動車などを利用して通勤している職員に支給

退職手当
茨城県市町村総合事務組合(県内市町村で構成)の退職手当
条例の規定に基づき、給料、勤務年数に応じて支給

職員の初任給の状況（平成23年4月1日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 178,800円

高 校 卒 144,500円

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 339,400円 44.1歳

技能労務職 289,400円 49.3歳

※一般行政職とは、国家公務員等と給与の比較を行う際に
分類する専門職などの一定の職種（税務職、看護・保健
職、福祉職、企業職、教育職等）を除いた、一般的な事
務職員です。

※技能労務職とは、用務員・道路工務員などの労務を行う
職員です。
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特別職等の報酬等の状況
（平成23年4月1日現在）

区　　分 給料月額等

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

784,000円

608,000円

550,000円

議　　長

副 議 長

議　　員

327,000円

279,000円

259,000円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部　　門
職　員　数 （人）

平成22年 平成23年 増減数

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

3
49
21
41
26
15
9
24

3
52
20
39
26
13
9
22

3
△ 1
△ 2

△ 2

△ 2

小　　計 １８８ １８４ △ 4

教　　育 44 40 △ 4

小　　計 44 40 △ 4

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

7
7
14

7
7
13 △ 1

小　　計 28 27 △ 1

合　　計 ２６０ ２５１ △ 9

（地方公共団体定員管理調査より）

お問合せ　潮来市　総務課　人事行政グループ　℡.63-1111　内線222

区　　分 支給割合

 
 

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

議　　長

副 議 長

議　　員

年間2.95月分

１月29日（日）、潮来市議会議員一般選挙が行われました。

当日有権者数、投票総数、投票率は次のとおりです。

 当日有権者数  ２４,５４７人　  投票総数  １５,８０１人 　 投票率  ６４.３７％

※当選回数は、旧町議を含めた回数となります。

お問合せ　潮来市選挙管理委員会　TEL.６３-１１１１  内線２２３

順位 氏　名 得票数 当選回数 順位 氏　名 得票数 当選回数

１ 柚
ユ

木
キ

　　巌
イワオ

1,409 ３ 10 小
オ

沼
ヌマ

　英
ヒデ

明
アキ

744 ５

２ 田
タ

崎
サキ

　　清
キヨシ

1,268 ２ 11 薄
ウス

井
イ

　征
セイ

記
キ

733 ３

３ 原
ハラ

　　浩
ヒロ

道
ミチ

1,250 ２ 12  
ヨシ

川
カワ

　　俊
トシ

649 ３

４ 沼
ヌマ

里
リ

真
シン

一
イチ

郎
ロウ

1,099 ３ 13 藤
フジ

崎
サキ

　忠
タダ

徳
ノリ

616 ５

５ 今
イマ

泉
イズミ

　利
トシ

拓
ヒロ

1,074 ４ 14 大
オオ

平
ヒラ

　幸
コウ

一
イチ

610 ４

６ 笠
カサ

間
マ

　丈
タケ

夫
オ

1,057 ３ 15 根
ネ

本
モト

　又
マタ

男
オ

602 ４

７ 村
ムラ

山
ヤマ

　正
マサ

光
ミツ

1,028 １ 16 杉
スギ

本
モト

　俊
トシ

一
カズ

537 ５

８ 粟
アワ

飯
イ

原
バラ

治
ハル

夫
オ

790 ７ 17 橋
ハシ

本
モト

きくい 525 ３

９ 内
ウチ

田
ダ

　正
ショウ

一
イチ

779 ４ 18 後
ゴ

藤
トウ

　博
ヒロ

子
コ

506 １

潮来市議会議員１８名決まる！
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　１月９日（月）、潮来市消防出初式が行われ、 田市長、泉消防団長をはじめ、消防団員、その他多数の来

賓・関係者、約540名が出席しました。

　式典後に行われた、防火パレードでは、日の出保育園幼年消防クラブの園児も参加し、元気一杯に火災予防

を訴えました。

　また、北利根川においては、消防団による一斉放水も行われ、会場に集まった方々は新年の風物詩に見入っ

ていました。

出 初 式

　県の広聴事業として、平成６年に発足した「明日の茨城を考える女性フォーラ

ム」は、県内各地域・各分野で活躍する女性50名が、女性ならではの視点から２年

間県政について議論し、その意見を取りまとめ、県に提言する活動です。現在は、

第11期の委員が活動し、当市からは、平成22年５月12日に県から委嘱を受けて、交

流基盤部会の委員として下河よし子さんが活動されています。平成23年12月21日

（水）に県庁で開催された提言集会では、「明日の地域づくり委員会」の委員など約

260名が参加する中、活動の成果を発表しました。下河さんは、12月26日（月）、活

動の成果を 田市長に報告されました。

第11期　明日の茨城を考える女性フォーラム

　　　　 橋本知事に提言書を提出

　１月17日（火）、延方生活学校・延方

公民館主催による三世代交流事業によっ

て作成された『成木餅』が市へ寄贈され

ました。成木餅とは、ヤナギなどの木に

小さく切った餅や団子をさして飾るもの

で、一年の五穀豊穣を祈願する予祝の意

味をもつとされています。

  本庁舎一階玄関に飾らせていただきま

したので、来庁された際はぜひご覧くだ

さい。

成木餅が寄贈されました
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City News Flash

  １月８日（日）、潮来二丁目集会所に

て、餅つき、成木餅づくりが行われ

ました。今回の催しは、地域の結び

つきを強めていきたいとの思いから

潮来二丁目子ども会が開いたもので

す。餅つきを初めて体験する子ども

達は戸惑いながらも、一生懸命にき

ねを振っていました。

潮来二丁目子ども会　
餅つき、成木餅づくり

　２月３日（金）、潮音寺にお

いて節分行事が執り行われまし

た。昨 年 に 引 き 続 き、劇 団

「THEATRE MOMENTS（シアター・

モーメンツ）」の皆さんが天女

や鬼に扮し、音楽と華麗な踊り

を取り入れた舞台劇「鬼追い

式」が披露されました。

　その後の豆まきには、龍ヶ崎

市にある相撲部屋の式秀部屋の

力士の方々も参加し、盛大に行

われました。

鬼追い式

　２月３日（金）、市内の各幼稚園・保育園で節分集会が行

われました。当日は、鬼に扮した潮来青年会議所のメン

バーが、各幼稚園・保育園を訪れ、豆まきに参加しまし

た。鬼に驚いた園児達は泣きそうになりながらも、「鬼

は外、福は内」と元気いっぱいに声を出していました。

節分集会
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お問合せ　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

　潮来市の特定健診(毎年７月実施)では、生活習慣病予防のため，血糖検査だけでなく、HbA1c（ヘモグロビン

エーワンシー）の測定も実施しています。

こんにちは！

保健センターです

　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。

こんにちは！

保健センターです

HbA1cが５．１以下 正常域です。この状態を維持しましょう。

HbA1cが

５．２～６．０

になると…

　高めになってきています。

　血液の中に糖が多いので，血管の内側にくっつき、血管を傷めます。さらに、傷んだところ

が自然に治る力を糖が邪魔するので、血管がもろくなります（動脈硬化）。

　→心筋梗塞、脳梗塞、閉塞性動脈硬化症の危険が出てきます。

　自覚症状はなくても、心電図、頚動脈超音波（エコー）検査（※先月号広報いたこで紹介）

など、血管の状態をみる検査が必要です。

　血糖をこれ以上高くしないためには、自分の血糖が上がる詳しい原因を知るのも大切です。

そこで、 ７５グラム糖負荷検査（インスリンも測定） をご紹介します。

　砂糖の入った液体を飲み、30分後、１時間後、２時間後の血糖の下がり具合と、インスリン

の分泌能力を調べる検査です。

　検査するとこのようなグラフが描けます(実線が血糖値、点線がインスリン値)

「分泌不全」なのか、「抵抗性（インスリンの分泌は正常だが効きが悪い状態）」なのか、イン

スリンの出方が分かるので、体質にあわせた効果的な予防が分かります。

（HbA1c６．１以上の方は、すい臓に負担がかかるので、糖負荷試験は向きません。）

HbA1cが

６．１以上

になると…

　心筋梗塞、脳梗塞などのほか、目・腎臓・神経にも（３大合併症）障害が出やすくなります。

自覚症状はなくても、上記の血管の状態をみる検査に加え、眼底検査、尿中微量アルブミン検

査など、３大合併症の有無を調べる検査が必要です。

血液の中に糖が多すぎると、目・腎臓・神経などの細胞が壊れます。

　放置すると　失明、壊疽(手足の切断)、腎臓病、透析などに進行します。

　HbA1c７．０以上は特に危険。合併症予防・進行防止のため血糖を厳重にコントロールしましょう。

負荷前　30分値　１時間値　２時間値

正　　常 インスリン分泌不全 インスリン抵抗性

負荷前　30分値　１時間値　２時間値 負荷前　30分値　１時間値　２時間値

血糖値とは HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）とは

　血糖値は、食事をすれば上がります。血糖は、頭を
使ったり、体を動かすためのエネルギーとして使われ
るので、食後、時間がたてば下がっていきます。
　糖尿病予備軍の人は、食後に血糖値がなかなか下が
らない状態となりますが、空腹時の血糖測定では正常
値になっていることもあり、早期に気づくことができ
ません。

　食事した時間に関係なく、検査日から約１か月～２
か月前の血糖の状態を反映します。
　血糖値が正常でも、HbA1cが高いということは、１
日の中で血糖が高い時間が長いということです。多く
は、食後の血糖値が慢性的に高い、つまり血糖が高く
なっても速やかに下げられなくなっている状態です。

ご自身のHbA1c値を確認しましょう

をみましょう
ヘモグロビン
エーワンシー（　　　　）HbA1c

糖尿病が気に

なる人だけの

ためじゃない

んだね。

参考　日本糖尿病学会編
　　　糖尿病治療ガイド2008-2009

活用していますか？
健診データ
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期　日　２月２５日（土）午前９時～正午

会　場　かんぽの宿潮来

内　容　①健康づくり功労団体の表彰

　　　　　皆さんの健康づくりのお手伝いをしている団体を表彰

します。

　　　　② 田 千春 市長 が１年間の健康づくりの総括と、いつ

も思うみんなの健康についてのお話をいたします。

　　　　③健康づくり選択メニュー体験

　　　　　１）ヘルスウォーキング

　　　　　　◎荘厳なる森林をぬけると、そこには鹿島の本宮と

呼ばれる大生神社が！

　　　　　　　７㎞程度のレギュラーコース（見所：大生神社等）

　　　　　　◎北浦を一望に見渡す水原の信仰の地、愛染院秘宝

の特別拝観！

　　　　　　　４㎞程度のショートコース（見所：愛染院等）

　　　　　２）その他、いろいろな催し物を開催します！

参加費　無　料

　　　　・参加賞として、かんぽの宿潮来の温泉入浴優待券をプレゼント！！（入湯税150円は別途負担）

　　　　・特製の旨い豚汁の無料配布！！

＜こころの悩みの電話相談窓口＞

　○いばらきこころのホットライン　0120-236-556（年末年始と祝日除く９～16時）

　○茨城いのちの電話　つくば　029-855-1000（毎日24時間）

　　　　　　　　　　　水　戸　029-255-1000（毎日13～20時）

　　　　　　　　　　　毎月10日　0120-738-556（24時間）

お問合せ　潮来市かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

　　　　　お問合せ　茨城県　障害福祉課　TEL.029-301-3368　FAX.029-301-3371
　　　　　　　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/shofuku/j/j-1.htm
　　　　　　　　　　E-mail　shofuku-seishin@pref.ibaraki.lg.jp

　眠れない日が２週間以上続けば、うつのサインかもしれません。

一人で悩まず、かかりつけの医師、専門機関にご相談ください。

ＩＢＡＲＡＫＩ
ＧＡＴＥ ＫＥＥＰＥＲ

守ろう いのち

自殺対策に関する電話相談窓口

《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

「春の健康フェスタ」
  市民ヘルスウォーキング大会　開催

「春の健康フェスタ」
  市民ヘルスウォーキング大会　開催

大生神社

愛染院

「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》
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２月は国民健康保険税第８期の納付月です。納期限は、２月２９日（水）です。

口座振替の方は、残高の確認をお願いします。《納付は口座振替が確実便利です》

おしえて　税金一口メモ

　大多数の納税者の皆様は、納期内に納税されています。徴収部門に引継がれるまでには９割以上の納

税者は納税しています。潮来市税務課収税グループでは、まじめに納めている市民の皆様がご不満をも

たれないように税の公平に万全をつくした次のような対策を実行しています。

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。

　　　　　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　１２３・１２４
　　　　　　　　　　税金の納め方について　収税グループ　１２７・１３６

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。

『税の公平性を守ります』

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（『警告』が記載されています）の手紙が届きます。さらに、督促手数料（100円）とそ

の後には延滞金（年14.6％）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』となり医療費がいったん全額自己負担とな

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（預貯金・給与・保険・不動産差押等）を受けることがあります。

　　12月の差押件数22件　（内記）不動産７件、預貯金10件、給与４件、生命保険１件

７．『差押』等を実施しても納税されない方へは、『換価処分』（滞納者の財産公売等）を実施します。

実施日 開庁時間 会　場

夜間納税相談 ２月２０日（月）～２４日（金） 午後５時１５分～７時１５分 潮来市役所１階

５番窓口　税務課

　　収税グループ休日納税相談
２月１８日（土）・１９日（日）

２月２５日（土）・２６日（日）
午前９時～午後４時００分

　平成24年度（平成24年４月から）国民健康保険証が短期また資格証にならないために早め

の国民健康保険税の納付をお願いします。

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２７・１３６

『税の公平性を守ります』

２月１８日（土）～２６日（日）にかけ、下記のとおり休日・夜間の納税相談を実施します。

休日夜間の国民健康保険税と市税の納税相談を実施します。

『平日に市役所へお越しになれない方はこの機会をご利用ください。』

『平成23年度国民健康保険税重点納税相談』
実施のお知らせ
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・軽自動車税は、４月１日時点で軽自動車等を所有している方に１年分課税されます。自動車

税と違い、月割り課税は行っていませんので、年の途中で廃車・売却されても税金は戻りま

せん。

・潮来市へ手続きをする車種（潮来市ナンバー）を購入した場合、登録申請するときには購入

（売買）証明書等が、譲受の場合には譲渡証明の提出が必要になります。

・潮来市から市外へ転出する場合、潮来市（潮来町・牛堀町）ナンバーの軽自動車をお持ちの

方は廃車手続きをし、市へナンバープレートを返却してください。転出先の市町村で再度登

録手続きをし、新しいナンバープレートの交付を受けてください。

・廃車や譲渡をした場合、手続きをしないといつまでも課税されることになりま

すので注意してください。

車の種類 税 額

原付（50cc以下） 1,000円

原付（50cc超90cc以下） 1,200円

原付（90cc超125cc以下） 1,600円

二輪（125cc超250cc以下） 2,400円

三輪 3,100円

四輪乗用（自家用） 7,200円

四輪貨物（自家用） 4,000円

四輪乗用（営業用） 5,500円

四輪貨物（営業用） 3,000円

二輪の小型自動車 4,000円

小型特殊・農耕二輪 1,600円

小型特殊・四輪（1,000cc以下） 2,400円

小型特殊・四輪（1,000cc超） 3,100円

小型特殊・作業用 4,700円

ミニカー 2,500円

種　類 手続き場所

潮来市（潮来町・牛堀町）
ナンバー
・原動機付自転車
　（125cc以下のバイク）
・ミニカー
・小型特殊自動車
　（農耕用トラクターなど）

潮来市役所　税務課
TEL.６３-１１１１
内線１２５・１２６

水戸ナンバー
・二輪の小型自動車
　（250ccを超えるもの）
・軽自動車（二輪）
　（125cc超250cc以下）
・三輪車

（財）関東陸運振興財団
茨城支部軽自動車出張所
TEL.０２９-２４７-５８５４

水戸ナンバー
・軽自動車（四輪）

軽自動車検査協会
茨城事務所
TEL.０２９-２９３-９６６９

税　額 手続き

４月１日時点で、バイクやトラクター、

軽四輪自動車などを所有する方、または使用する方に課税されます。

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２５・１２６

排気量などによって分類さ

れています。

バイクや軽自動車などの廃車や名義変更

の手続きは下記のとおりとなります。

軽自動車等の登録手続きは忘れずに!!

《広　告》

お問い合わせ先
0478-54-2125

詳しくは店頭、ATMｺー ﾅー のﾁﾗｼまたは、ﾎー ﾑﾍﾟー ｼﾞをご覧ください

佐原信金 検索

特別金利キャンペーン実施中！特別金利キャンペーン実施中！
マイカーローン・教育ローン

平成24年4月27日（金）まで
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日　　時　３月３日(土)　午前10時開校（９時30分　受付開始）

場　　所　開花亭（香取市扇島1223-8）　

内　　容　（講　　演）「震災から復興のまちづくり―潮来市の復興計画―」潮来市長　 田千春

　　　　　（特別報告）「震災時の状況と災害復興に関する取り組み」　　　浦安市職員組合

　　　　　（そ の 他）「分野別報告」

　　　　　　　　　　　　○ライフライン　○経済活動　○原発問題

　　　　　　　　　　　「日の出地区現地視察」（定員制・事前申込み及び当日申込み）

参 加 費　資料代　５００円　　昼食代　８００円【昼食：希望者。当日申込可】

そ の 他　保育ルームあり（無料）

主　　催　第31回まちづくり学校実行委員会　　後　　援  潮来市・潮来市教育委員会

　　　お問合せ・応募先　
　　　　茨城県自治体問題研究所　　　　TEL.029-252-5440（FAX兼用) 
　　　　茨城県自治体労働組合連合　　　TEL.029-864-2548・FAX.029-864-2579
　　　　潮来市職員組合（潮来市役所内）TEL.63-1111　内線370　・FAX.63-3760

震災からの復興をめざす

　午前８時30分に防災無線放送により訓練開始をお知らせします。市民の皆さんは、各区集会所等（第１次

避難所）に徒歩で参集し区長さんの指示により訓練を行ってください。

　多くの皆様の参加をお願いします。

 日　時 　３月４日（日）午前８時30分～10時30分

 場所および内容 　

　　津知地区：津知小学校（メイン会場）および

　　　　　　　各区集会所等

防災ヘリによる救助訓練、避難訓練、

安否確認訓練、消火訓練、救助訓練、他

　　津知以外の地区：各区集会所等

　　　　　　　　　　避難訓練、安否確認訓練、他

お問合せ　潮来市　総務課　TEL.６３-１１１１  内線２２４、２２５

第３１回
まちづくり学校

潮来市防災訓練を実施します潮来市防災訓練を実施します
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　　お問合せ・応募先　

　　　薬師寺21世紀まほろば塾・潮来塾実行委員会

　　　〒135-0064東京都江東区青海2-7-4-619　TEL.080-6757-6322　FAX.03-6457-1269

歌手　森山良子さん

日　　時　３月11日（日）　午後１時～３時20分
場　　所　薬師寺東関東別院 水雲山潮音寺（日の出４－７）

　　　　　※雨天時は日の出中学校体育館

内　　容　１．講　演　奈良薬師寺　山田法胤 管主「日本人の心の復興」

　　　　　２．鼎　談　森山良子 氏・潮来市長 田千春・安田暎胤 塾長

　　　　　３．独　唱　森山良子 氏

申込方法　代表者の住所、氏名、電話番号、参加人数を明記の上、下記までハ

ガキまたはＦＡＸにてご応募ください。参加無料・当日は事前に送

付の参加証を持参のこと。

申込期限　２月29日（水）必着　　募集人員　1,000人（先着順）

主　　催　薬師寺21世紀まほろば塾・読売新聞社

共　　催　潮来市こころの健康づくり推進委員会

後　　援　潮来市・潮来市歴史文化推進協議会

～心の復興を願いて～

『薬師寺２１世紀まほろば塾・潮来塾』

開 催 日 程 開 催 日 キックオフ 対 戦 相 手 会　場

いばらきサッカーフェスティバル ２月25日(土) 14:00 水戸ホーリーホック ケーズデンキスタジアム

Ｊ１リーグ　第２節 ３月17日（土） 15:00 川崎フロンターレ カシマスタジアム

ヤマザキナビスコカップ ３月20日（火・祝） 15:00 ヴィッセル神戸 カシマスタジアム

ヤマザキナビスコカップ ４月４日（水） 19:00 大宮アルディージャ カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第５節 ４月７日（土） 15:00 浦和レッズ カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第７節 ４月21日（土） 15:00 セレッソ大阪 カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第８節 ４月28日（土） 15:00 ガンバ大阪 カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第10節 ５月６日（日） 15:00 サガン鳥栖 カシマスタジアム

お問合せ　アントラーズファンクラブ事務局　TEL.82-5555（午前10時～午後４時）

　いよいよ待ちに待ったＪリーグ2012シーズンが開幕します。

　今シーズンは、「復権！」を目指し、ジョルジーニョ新監督の

下、チーム一丸となり燃えています。

　今、復興に向かうホームタウンにおいて、アントラーズの

勝利でみんなが笑顔になれるよう、

みんなでアントラーズを
応援しましょう！（笑顔と誇りをもう一度）

2012　Ｊリーグ開幕!!

～心の復興を願いて～

『薬師寺２１世紀まほろば塾・潮来塾』

東日本大震災潮来市復興祈念イベント

がんばれ！ 鹿島アントラーズ!!『復権』を目指して!!がんばれ！ 鹿島アントラーズ!!『復権』を目指して!!



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

３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

３月４日（日）午後２時～２時30分

「耳（みみ）」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

３月10日（土）午後２時～２時30分

「人形（にんぎょう）」のおはなし

図書館友の会

３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

３月24日（土）午後２時～２時30分

「きょうだい」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

図書館員おすすめの本

紹介　毎年、桜まつりが開催され、市内にも沢山の花見スポットがあり

ます。これからお花見に出かけるときのために、写真をきれいに

撮る本や全国各地の桜の名所などを紹介した本を集めました。ぜ

ひ、参考にして下さい。今年の桜はどんな美しい姿を見せてくれ

るでしょうか。楽しみですね。

紹介　「にわにはにわにわとりがいる」といった早口ことばや、「しんぶ

んし」「たけやぶやけた」といった回文など、ことばで遊べる本を

集めました。いつもは普通に使っていることばが、とても楽しい

ことばに変身します。

特集 「ことばであそぶ」児童本特集（３月）

今月の本棚（３月）

紹介　小学館ライトノベル大賞とは小学館が主催する文学賞です。同社のライトノベル

系文庫レーベルであるガガガ文庫・ルルル文庫の立ち上げに伴い創設され、大賞作品

はガガガ文庫またはルルル文庫より刊行されます。若い世代からの人気が高く、固定

のファンも沢山います。日本絵本賞は、（社）全国学校図書館協議会と毎日新聞社に

よって、「絵本芸術の普及、絵本読書の振興、絵本出版の発展に寄与する」ことを目

的に創設されました。賞には「日本絵本賞大賞」、「日本絵本賞」、「日本絵本賞翻訳絵

本賞」のほか、投票で選ばれる「日本絵本賞読者賞【山田養蜂場賞】」があります。

対象絵本は、過去１年間に、日本において出版された絵本となっています。

特集「小学館ライトノベル大賞・日本絵本賞」

特集 「美しきサクラ百景」

 ３月の図書館カレンダー 　※休館日は、３月21日（水）館内整理日となります。

日　　時：３月11日（日）午後２時～３時30分

場　　所：市立図書館　２階第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250円

応募方法：図書館カウンター、電話、ＦＡＸで受付いたします。

内容：３月25日（日）に開催される宮本

茶村150年祭に先だって、市立図書館

では、宮本茶村の功績を知ることがで

きるミニ展示を開催しています。略史

や茶村研究書籍をはじめ、茶村の残し

た文書の全文紹介やデジタル写真によ

る古文書紹介などを展示しています。

内容：若いひとたちが本を読まなくなったといわれて久しくなりま

す。若いひとたちが本を読まなくなったという先輩方の言葉は、

若いときにこそ本を読むべきであったという後悔の言葉でもあり

ます。感性・好奇心・柔軟な思考…それらを刺激する沢山の本を

用意しました。若いときに読書をすることは、後の生き方に大き

な実りをもたらします。成人・卒業－新たな一歩を踏み出したフ

レッシュなあなたに贈る素敵な本との出会いをぜひご堪能ください。

おもしろ理科先生

『おもしろ！ふしぎ？実験隊　化学de工作』

若い人に贈る　読書のすすめ　ミニ展示

イベント

お知らせ潮来市・郷土の先人

～宮本茶村展～ミニ展示お知らせ

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

３月17日（土） 午後１時30分～
トムとジェリーの
大冒険　劇場版

－ 子ども向け

３月18日（日） 午後１時30分～
命捧げ候／
夢追い坂の決闘

緒形　　拳／
浅野　忠信／出演

青少年・大人向け

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

子育て広場（い）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.7月生）

＋当番医

船坂医院566-1285

潮来市復興祈念式典
（日の出中学校）

＋当番医

久保医院564-6116

潮来市防災訓練
（津知小学校）

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（図）
華たいむ（い）
市内中学校卒業式

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）
市内小中学校修了式

子育て広場（い）
マタニティ・セミナー
（か）

１歳児育児相談（か）
（H23.3月生）

子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.10月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.8月生）

子育て広場（図）

日の出中学校創立10
周年記念事業・体育
館竣工式

＋当番医

常南医院563-1101

春分の日

子育て広場（い）
ヘルスアップ教室

（潮・公）
いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）

March
● 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

（高）…高齢者センター

子育て広場（い）
ポリオ（か）

（H23.11月23以前生）

「私的整理に関する
ガイドライン」個別
相談会（潮来市役所）

の
カレンダー月3 子育て広場（図）子育て広場（図）

水雲宮本先生150年祭
（中・公）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

３歳児健診（か）
（H20.12月生）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）
ポリオ（か）

（H23.11月30以前生）

市内小学校卒業式

11

 

65

 

11

高齢者クラブ連合会　
春季33ゴルフ（かす
みの郷公園）

徳島小学校閉校式
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　携帯電話サイト

あやめ

よしきり
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○できごと
　５月　横綱千代の富士　引退 
　６月　雲仙普賢岳で大火砕流発生
　12月　ソビエト連邦崩壊
　３月　東海道新幹線で「のぞみ」が運転開始
○映画
　邦画：「おもひでぽろぽろ」
　洋画：「ターミネーター２」、「ホームアローン」など

新成人が生まれた平成３年～４年は、どんな年だった？

○ヒット曲
　・小田和正「Oh！Yeah/ラブストーリーは突然に」
　・CHAGE ＆ ASKA「SAY YES」
　・KAN「愛は勝つ」
○新語・流行語
　・「……じゃあ～りませんか」（チャーリー浜）
　・「僕はしにましぇ～ん」
　・火砕流、若貴、など

　１月８日（日）、中央公民館にて「新成

人のつどい」が開催されました。今年度、

潮来市では３６８人が成人を迎え、３１５

人が式に参加しました。

　式典で 田市長は「東日本大震災での体

験を今後の人生に活かしてもらいたい。私

は潮来市の復興に向けたまちづくりにおい

て皆さんの力を借りたいと思っています」

とまちづくりへの積極的な参加を呼びかけ

ました。

　式典終了後には各地区ごとに記念撮影が

行われ、久しぶりの再会に思わず顔がほこ

ろぶ新成人の姿であふれていました。新成

人の皆さん、おめでとうございます。

ちなみに…

実行委員のメンバー
　　 左から　笹本　亮太さん、千代間　惇さん、
　　　　　　 坂本　理紗さん、菊池那菜子さん


