
　市では平成24年3月1日(木)から、全国瞬時警

報システム(通称：ジェイアラート)の運用を開始

します。放送内容は、緊急地震速報や大規模テロ

情報など6項目で、お知らせする内容にあった身

の安全を守る行動をとっていただくことになりま

す。「自らの命は自らで守る」を基本に、家族や

近所の方などと放送が流れたときの行動について

確認しておきましょう。

　　 　全国瞬時警報システム(J-ALERT)

　気象関係情報や内閣官房から送信される有事

関係情報を、人工衛星を利用して市町村の防災

行政無線を自動起動するシステムです。緊急時

には、防災無線から以下の情報が放送されます。 

　・緊急地震速報　 ・弾道ミサイル攻撃情報

　・航空攻撃情報　 ・ゲリラ攻撃情報

　・大規模テロ情報 ・その他緊急国民保護情報

　・放送が誤報だった場合のキャンセル放送 

　潮来市 総務課 TEL 63－1111 内線 224、225

　市では、火災や大規模災害発生時、また行方不

明者の捜査が必要な際に、防災無線放送を行って

いますが、気象状況や地形などが障害となり、聞

き取りにくい場合があります。

　そのため、市では防災無線放送が聞き取れな

かった方のために、放送内容を電話音声で案内す

るサービスを開始します。放送が聞き取れなかっ

た際には、以下の番号にお電話ください。

           平成24年3月1日(木)～

　晩年、水雲と称された宮本茶村先生が逝去されて

から、今年で150年の節目にあたります。

　先生は江戸時代末期に学問・教育において功績を

残され、また飢饉の際には私財を投じて村民の救済

にあたりました。｢宮本茶村顕彰会｣では、先生の没

後150年を記念し、式典および企画展を開催します。

　         3月25日(日)

　　　　　 午後1時～4時

           中央公民館

　 記念式典(午後1時～2時)

   講 演 会(午後2時15分～4時)

      演題「宮本茶村と江戸の旅人たち｣

　　  講師　堀口 育男 氏(茨城大学人文学部教授)

《企画展》

　　　　　 3月22日(木)～28日(水)

　　　　　 午前10時～午後5時

　　　　　 潮来市立図書館

　　宮本茶村先生ゆかりの品を所有されている方が

　おりましたら、この期間お貸しください。詳細に

　ついては、中央公民館までご連絡ください。

　【受付期間】2月27日(月)～3月16日(金)

　潮来市立中央公民館　TEL　66-0660
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宮本茶村先生ゆかりの品を所有されている方が

おりましたら、この期間お貸しください。詳細に

ついては、中央公民館までご連絡ください。

【受付期間】2月27日(月)～3月16日(金)

全国瞬時警報システム(J-ALERT) 運用開始 

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

(3 月 )
6 日 ,13 日

7日 ,14日

   21日

1 日 ,8 日

15 日 ,22 日

2 日 ,9 日

16 日 ,23 日

　中央公民館で子育て広場を開設して

おりましたが、復旧工事にともない、

会場を変更させていただきます。

　開設の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。

｢宮本茶村先生没後150年祭｣ 記念企画展

　　 　全国瞬時警報システム(J-ALERT)

　気象関係情報や内閣官房から送信される有事

関係情報を、人工衛星を利用して市町村の防災

行政無線を自動起動するシステムです。緊急時

には、防災無線から以下の情報が放送されます。

・緊急地震速報　 ・弾道ミサイル攻撃情報

　・航空攻撃情報　 ・ゲリラ攻撃情報

　・大規模テロ情報 ・その他緊急国民保護情報

　・放送が誤報だった場合のキャンセル放送

防災テレホンサービスを開始 

潮来市防災無線テレホンサービス

   TEL 0299-62-4688

お知らせ

開 始 日

問合せ・受付先

問合せ
内　　容

日　　時

場　　所

潮来市国民健康保険加入者の皆さんへ　「国民健康保険被保険者証」の更新手続き

　　4月1日(日)からの被保険者証は、3月下旬頃までに届くよう郵送する予定です
　　
｢国民健康保険被保険者証｣の更新について

　・国保を喪失する手続きが必要となりますので、国保保険証と新しい健康保険証の両方を窓口にお　

　持ちください。

　・郵送ではなく、直接窓口での交付を希望する場合は、印鑑と身分証明書等を持参の上、3月16日(金)

　　までにお越しください。交付は3月19日(月)以降になりますので、受け取る際には再度、身分証

　　明書等をお持ちください。

　・就学などによる転出後も引き続き、潮来市の国保を使用する場合には、印鑑と在学証明書を持　

　参の上、学生保険証の交付手続きをお願いします。

・有効期限が65歳の誕生日の当月（1日生まれの方は、誕生月の前月）までとなります。

　有効期限が切れる前に、一般国保（オレンジ色）の保険証を送付します。

・現在、お持ちの保険証を、継続してご使用ください。

　　　　　潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL 63-1111  内線131問合せ

就職して新しい健康保険証の交付を受けた方は、手続きが必要です

窓口での交付を希望する方は、手続きが必要です

転出している学生の方は、手続きが必要です

国民健康保険財政健全化のため、国民健康保険税の訪問徴収を実施

 市民福祉部職員が各地区を訪問　期間：３月５日（月）～３月１４日（水）

　職員がご自宅を訪問し、国民健康保険の説明と納税についてご相談させていただきます。

■国民健康保険税は必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、支え合いの仕組みが成り立

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ましょう。

■保険税を納めずにいると、以下のような措置がとられます

　1.督促の手紙が届き、延滞金（年利14.6％）が発生します。

　2.国民健康保険の有効期限が短くなります。

　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、医療費をいったん全額自己負担する

　　ことになります。

　4.納期限から1年6ヶ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.財産の差押え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。

　　　　国民健康保険について　市民課　国保年金Ｇ　TEL 63-1111　内線131～134

　　　　納め方について 　　　 税務課　収税Ｇ      TEL 63-1111  内線127、136

問合せ

～震災から１年～潮来市防災訓練

　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、各地区集会所（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。

　　　　   3 月 4 日（日）　午前 8 時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　

　津知地区：津知小学校（メイン会場）および各地区集会所

　　　　　　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

　津知以外の地区：各地区集会所

　　　　　　避難訓練、安否確認訓練

           

　潮来市　総務課　TEL 63-1111  内線 224、225 消火訓練消火訓練消火訓練消火訓練

救助訓練救助訓練救助訓練救助訓練

日　　時

場所および内容

問合せ

期　　間

場　　所

時　　間

宮本茶村宮本茶村宮本茶村宮本茶村

退職国保（緑色）の被保険者証をお持ちの方

長寿（後期高齢者）医療被保険者証をお持ちの方は、更新の必要はありません



　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。
　　　　　　2月22日（水）　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

　日本の伝統芸能は、子どもたちの感性を育て、
礼儀作法の習得に役立ちます。地域の伝統文化を
継承する子どもたちの練習の成果をご覧ください。
　　　　　 3月3日(土) 午後2時開演(1時30分開場)
　　　　　 潮来公民館（潮来456-1）
　※駐車場スペースには限りがあるため、乗り合わ
　　せにてご来場願います。

　西川流扇湖会、潮来藤究会、潮来ばやし保存会
　潮来伝統芸能継承協会、子どものための潮来節継承会
　　　　　　無料
　　　　　 潮来市の文化遺産を活かした観光振興
　　　　　 地域活性化委員会

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

     
　　　　　 3月15日(木)　午後7時～
　　　　　 中央公民館(3階研修室)
           3月8日(木)　正午まで
           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、下記までお申し込みください。
　※平成24年4月～9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。

　潮来市立中央公民館　TEL 66-0660

　2月は国民健康保険税8期の納付月です。納付期
限は2月29日(水)となっておりますので、期限内
の納付をお願いします。口座振替の方は口座の残
高をご確認ください。
※市では、税の公平性を保つため、滞納処分(差押)
　を行っております。期限内の納付が難しい方は、
　必ず税務課まで、ご相談ください。

　潮来市　税務課　収税グループ
　TEL 63-1111  内線127、128、136

問合せ・申込先

問合せ・申込先

平成24年度上半期 体育施設利用調整会議

子どもたちによる『ITAKO伝統芸能まつり』 募　　　集

測定場所
放 射 線 量

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

地上 50cm 地上 1ｍ

0.150

0.079

0.130

0.123

0.093

0.085

0.063

0.078

0.086

0.090

0.070

0.107

0.093

0.134 (  0.017 )

(　0.008 )

(▲0.003 )

(▲0.008 )

(▲0.007 )

(　0.006 )

(▲0.003 )

(　 　　 )

(　0.010 )

(▲0.035 )

(　0.008 )

(▲0.009 )

(　0.009 )

(▲0.006 )

(　0.015 )

(　0.013 )

(▲0.001 )

(　　　  )

(▲0.007 )

(▲0.015 )

(　0.021 )

(　　　  )

(　0.016 )

(  0.004 )

(▲0.023 )

(        )

(▲0.006 )

潮来保育所 0.104 (  0.001 )

(　0.004 ) 

(　0.003 )

白帆保育園

スサキ保育園

慈母保育園(旧津知幼稚園)

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 0.097

0.152

0.080

0.134

0.132

0.092

0.087

0.058

0.078

0.079

0.100

0.098

0.064

0.106

0.093

0.134

0.139 0.127

0.095 0.098

0.098 0.109

0.104

0.099 0.095

0.106 0.109

0.106 0.095

0.071 0.067

(　0.014 )

(　0.007 )

(▲0.011 )

(▲0.013 )

(▲0.005 )

(　0.010 )

(　0.001 )

(　0.003 )

(▲0.033 )

(▲0.007 )

(▲0.025 )

(　0.023 )

(　0.001 )

(▲0.004 )

(　0.017 )

(▲0.001 )

0

0

0

0

実施日

採取日

1月 24 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 (1.0 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.1 Bq/kg 未満 )不検出 (1.0 Bq/kg 未満 ) 1 月 31 日

不検出 (0.9 Bq/kg 未満 )

不検出 (0.7 Bq/kg 未満 )不検出 (1.2 Bq/kg 未満 )

不検出 (1.3 Bq/kg 未満 )

2 月 6 日

2 月 13 日

検査機関

暫定規制値

問合せ

　市では、統合失調症・うつ病などの精神疾患の方
を対象にデイケアを開催しています。今回、下記の
とおり相談会を開催しますので、お気軽にご参加く
ださい。
　　　　　 3月14日(水) 午前9時30分～11時30分
　　　　　 潮来保健センター(辻779)
　　　　　 市内在住で統合失調症、うつ病などの
　　　　　 精神疾患をお持ちの方、またその家族
           無料
           電話にてお申し込みください。
　　　　　 ※当日の参加も可能です。

　デイケアとは？
　レクリエーション等の活動を通して人と接する
　ことによって、社会復帰や入院予防を目標とし
　ています。

　潮来市　介護福祉課　障害福祉グループ
　TEL 63-1111  内線394

　　　　　 
  原因不明で治療方法が確立していない難病患者
  または同居している保護者(介護している人)
　　　　　 月額3,000円
           ①申請書（介護福祉課に配置）
　         ②一般特定疾患医療受給者証の写し
             ※潮来保健所にて発行します。
　         ③印鑑
　         ④振込先通帳の写し
　　　　　 年2回：9月・3月に指定の口座へ振り込
　　　　　 みます。

　潮来市　介護福祉課　障害福祉グループ
　TEL 63-1111 内線394

           3月10日(土) 
           潮来市立図書館(2階集会室2)

　　　　　　　
　
　
　　　　　 

※ご希望の講座のみの受講もできます。
　　　　　 どなたでも、ご参加いただけます。
　　　　　 無料　　　　　　　  60人(先着順）
　　　　　 3月7日(水)
　　　　　 電話にてご応募ください。
　　　　　　　　
　いたこファミリー・サポート・センター
　(潮来市社会福祉課内)　TEL 63-1779(直通)

　　　　　 電話交換業務
　　　　　 平成24年4月1日～平成25年3月31日
           月曜日～金曜日週5日勤務
　　　　　　 ① 午前8時30分～午後1時
　　　　　　 ② 午後1時～5時15分
　　　　　 時給　900円　　　　　　　
           女性2人　　　　　　3月8日(木)まで
　　　　　 履歴書(写真添付)を総務課までご持
           参ください。※郵送不可
           面接・書類審査等により選考します。

　〒311-2493　潮来市辻626　
  潮来市 総務課　TEL 63-1111　内線221～223

           3月11日(日)　午後2時45分開演
           潮来バプテスト教会(日の出7-11-1)

　曲　目：マリアの子守歌、アヴェ・マリア　
　演奏者：近藤 良 氏、白澤 暁子 氏
           無料
 　※任意の義援金を募ります。ぜひご協力ください。

           120人(先着順)
           詳細は、下記までお問い合せください。
　※小学校入学前のお子様はご遠慮ください。

　潮来バプテスト教会　TEL 66-1436

入 場 料

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

子育て応援研修会

期　　日

問合せ・応募先

場　　所

参 加 費

応募期限

応募方法

平成2 4年度潮来市嘱託員募集

潮来チャペルコンサート～復興への祈り

雇用期間

業務内容

勤務形態

報　　酬

募集人数 応募期限

応募方法

選考方法

問合せ・応募先

日　　時

場　　所

募集人数

内　　容

応募方法

問合せ・応募先

　日の出2・4・5・6・8丁目では仮設給水管への

保温材設置作業が終了しましたが、宅内配管の凍

結もございますので、水のくみ置きをするなどの

対応策を講じていただきますようお願いします。

【問 合 せ】

  潮来市 上下水道課 TEL 63-1111 内線332～334

　水田で農業用水を引く給水蛇口の盗難が相次
いだことを踏まえ、行方警察署へ、夜間等の巡
回をお願いして参りましたが蛇口の盗難被害が
拡大しております。つきましては、被害拡大防
止に向け、皆さんのご協力をお願いします。
　蛇口は耕作者の所有物ですので、保管管理は
各自の責任で行っていただくことになります。
【防護策例】
 ・蛇口部分を土のう袋等で覆う
 ・目立つ色を付ける
 ・取り外して自宅で保管する 等
【問 合 せ】
  潮来市　農政課　TEL 63-1111　内線264

市税は必ず納期限を守って納めましょう

潮来市デイケア相談会

デイケアとは？
レクリエーション等の活動を通して人と接する
ことによって、社会復帰や入院予防を目標とし
ています。

日　　時

場　　所

出演団体

主　　催

日　　時

場　　所

申込方法

問合せ・相談先

1月の滞納処分(差押)件数

不動産：17件・預貯金：17件・給与：3件

年金：1件・生命保険：3件・債権：2件　計：43件

日　　時

場　　所

対 象 者

参 加 費

申込方法

注　意 給水蛇口 盗難相次ぐ

潮来市難病患者見舞金 申請受付

対 象 者

見舞金額

申請書類

支給方法

問合せ・申請先

申込期限

対 象 者

入 場 料

募集人数

お願い 冬場の給水管凍結時の対応

「出産・子育てに希望を持てる
          社会づくりをめざして」
 NPO法人ままとーん 鷲田 美香 氏

 参加者による合唱

「里親制度について」
　県福祉相談センター相談員

「児童虐待を見逃さないための
            子どもとの関わり方」
　常磐大学准教授 秋山 邦久 氏

　午前10時
　　～11時30分
　
　午後0時30分
　　　　 ～1時
　午後1時10分
     ～2時30分

　午後3時
     ～4時30分

【時　　間】 【講 座 内 容】

問合せ
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