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　５月13日（日）、前川あやめ園

において、市民あやめ園整備事業

に集まった約950人が見守る中、

雨情橋の開通式が行われました。

　テープカットが行われた後、潮

来小学校の１年生が水郷いたこ大

使のあやめと一緒に「渡り初め」

をして、開通をお祝いしました。

　震災の影響で完成が遅れていま

したが、メンテナンスがしやすく

地震に強い構造に整備しました。

　橋の中央には「あずまや」があ

り、園内の花を眺めながら休憩を

することができます。

　その後、園内では市

民あやめ園整備事業が

行われ、潮来小学校の

児童や潮来第一中学校

の生徒、各種団体や一

般市民などが、きれい

なあやめ園にするた

め、園内の除草作業な

どを行いました。

　過去最多となる皆さ

んにご協力をいただ

き、ありがとうござい

ました。
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前川あやめ園をみんなできれいに

仲良く「渡り初め」

雨情橋　開通

開 会 式
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　水郷潮来の伝統的な「嫁入り舟」があやめまつり期間

中毎週水、土、日曜日に運航されています。訪れた観光

客や市民の皆さんからあたたかな祝福を受けながら、

花嫁さんはギッチラ、ギッチラと花婿さんの待つ噴水

「ＷＡｉＷＡｉファンタジア」へ向かいます。

　また、土曜日の午後８時から運航の「宵の嫁入り舟」

は、園内のライトアップの幻想的な雰囲気の中で執り行

われています。昔、本当にあった場面を再現した、昼間

とはひと味違った「宵の嫁入り舟」をお楽しみください。

　水郷いたこ大使「あやめ」も、まつり期間中にあ

わせて、土日のあやめ園においてお客様をおもてな

ししています。９日（土）～17日（日）の土日限定

でＪＲ潮来駅の１日駅長にも任命され、たくさんの

「お友達」ができるよう皆さんをお待ちしています。

　６月３日（日）前川あやめ園内特設スタジ

オにおいて、ＩＢＳ茨城放送「ふるさと放送

局 ｉｎ 水郷潮来あやめまつり」に柗田市長、

あやめ娘、娘船頭が生出演し、あやめまつり

や潮来の魅力をＰＲしました。ＭＣの古瀬俊

介さんと宮田英里さんは、道の駅いたこ特製

の虹どらや飲むヨーグルトを試食。潮来のお

いしさも発信していただきました。
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（２）第２次試験　適性検査等、口述試験等とします。　　 （３）資格調査　受験資格の有無等について調査します。

職種区分 採用予定人員 受　　験　　資　　格

一般事務
（保健師含む）

５名程度
昭和59年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び卒業見込みの者（保
健師については、保健師の免許を有する者又は平成24年度中に同免許を取得見込みの者）

　　試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ行います。

試　　験 内　　　　　容

教養試験
（論文・作文

を含む）

Ａ
（大学卒）

一般知識、知能について大学で履修（社会科学、人文科学、自然科学、判断推理、文章
理解（英語を含む）、数的推理、資料解釈）した程度の問題について，択一式による筆
記試験を行います。論文は主として一般常識・文章表現力等について試験を行います。

Ｂ
（短大卒・
高校卒等）

一般的知識、知能について高校で履修（国語、社会、理科、数学、文章理解（英語を含
む）、判断推理、数的推理、資料解釈）した程度の問題について、択一式による筆記試
験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

（１）申込用紙の請求 
　　申込用紙は潮来市人事財政課に請求してください。
　　郵便で請求する場合は、封筒の表側に職員採用試験
申込用紙請求と朱書し、書留等の確実な方法をとって
ください。なお、次のものを必ず同封してください。

・Ａ４判サイズの返信用封筒（角形２号）
　（※あて先を明記して120円分の切手を貼ること）
・受験する職種（一般事務又は保健師）、試験区分（Ａ

大学卒、Ｂ短大卒・高校卒等）を明記した書類（様
式任意）

（２）受験申込先
 〒311-2493 茨城県潮来市辻626番地
　　　　　　潮来市 総務部人事財政課 人事グループ

（３）受付期間
　７月２日（月）～７月31日（火）
　土日・祝祭日は除きます。
　申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後５時
までとし、郵便の場合は７月31日必着です。

（４）提出書類等
ア　申込書　１部（所定の申込用紙を使用してください。）
　　　　　　受験票に貼付する写真のほかに、写真１

枚を添えてください。なお、写真の裏に
は２枚とも氏名を記入してください。

イ　長３サイズの定形封筒（受験票送付用）　
　　（※あて先を明記して380円分の切手を貼ること）
ウ　受験料　　不要

（注）１．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。　
　　　２．論文・作文については、教養試験が基準点に達しない方については採点しません。

（１）第１次試験

　　給与は、潮来市職員の給与に関する条例、規

則等に基づき支給されますが、例えば学校卒業

直後に採用された場合は、次のとおりです。

学　　　歴 高等学校 短大等 大　学

給料（基本給）月額 144,500円 158,700円 178,800円

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

２．試験の方法

７．採用の時期について
　　採用期日は、平成25年４月１日を予定しております。

６．受験手続及び受付期間

お問合せ　潮来市 人事財政課 人事グループ　TEL.63-1111 内線221～222

平成24年度　潮来市職員（平成25年４月採用）試験案内

申込受付期間　７月２日（月）～７月３１日（火）

（平成24年４月１日現在）

８．その他
　　受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。

５．給　　与

４．合格者の発表

３．試験日及び試験会場

区　　分 第１次試験
第２次試験

（１）適性検査等 （２）口述試験等
日　　時 ９月16日（日） 10月下旬頃 11月中旬頃

試験会場 茨城大学（水戸市文京２丁目１番１号） 第１次試験合格者に通知します

区　　分 期　　日 方　　法

第１次試験合格発表 10月上旬頃 掲示板（潮来市役所前、潮来市商工会前）及び市ホームページに合格者の
受験番号を掲示するほか、全員に合否の結果を通知します。最終合格発表 12月上旬頃
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◎６月分の手当からは所得制限が導入されることになりました。

子ども手当

（平成23年10月～24年３月）

児童手当

（平成24年４月～５月）
児童手当（平成24年６月～　)

対象年齢 中学校修了まで 中学校修了まで

所得制限 なし あり

支給額

３歳未満：1万5,000円

所得制限額

以上
年齢に関わらず一律：5,000円

所得制限額

未満

３歳未満：1万5,000円

３歳～小学生（第１、２子）：1万円

　　　　　　（第３子以降）：1万5,000円
３歳～小学生（第１、２子）：1万円

　　　　　　（第３子以降）：1万5,000円

中学生：1万円 中学生：1万円

支給月

平成24年２月（10～１月分）

平成24年６月（２～３月分）

平成24年６月

（４～５月分）
10月：（６月分～９月分）

２月：（10月分～翌年１月分）

６月：（２月分～５月分）

※各支給月の10日支給（４ヵ月分）
※平成24年６月支給分については、子ども手当・

児童手当の２～５月分を合算して支給

扶養親族数 所　得　額 収　入　額
０人 ６２２．０ ８３３．３
１人 ６６０．０ ８７５．６
２人 ６９８．０ ９１７．８

所得制限限度額（平成24年度） （単位：万円）

扶養親族数 所　得　額 収　入　額
３人 ７３６．０ ９６０．０
４人 ７７４．０ １００２．１
５人 ８１２．０ １０４２．１

　子ども手当の申請期間は３月31日まででしたが、９月

28日（金）まで延長されることになりました。該当する

方が９月28日（金）までに申請し、認定された場合、平

成23年10月分からの手当を受給することができます。ま

だ申請がお済みでない方は、できる限りお早めに申請を

お願いします。

お問合せ　潮来市　市民福祉課　子育て支援室　TEL.６３－１１１１　内線３８８

 
 

：：

  

63-
   

66-

　子ども手当は、平成24年４月から「児童手当」に名前が変わり、

新しい手当制度に変わりました。なお、これまで子ども手当を受給

していた方は、受給資格が児童手当に移行されますので、制度変更

に伴ってあらためて申請をしていただく必要はありません。

支給額（月額）

　児童手当を受けている方は、毎年６月に「現況

届」を提出しなければなりません。この届は児童手

当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認する

ためのものです。この届の提出がないと、６月分以

降の手当が受けられなくなりますので、ご注意くだ

さい。

現況届 子ども手当の申請期間の延長

児童手当制度
について



6広報いたこ 2012
６月号 Vol.135

 
 

 
  

19

 
   

500

40

76

 
  

500

50

40

74

　　　　　　　お問合せ　潮来市　保険年金課　　　　　　　TEL.６３－１１１１
　　　　　　　　　　　　　　　　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

　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。

40

74

)

19

39

75

)

 
 

※健康カレンダーで、７月８日（日）９日（月）１１日（水）１２日

（木）１３日（金）の会場が中央公民館となっていましたが、災害

復旧工事期間のためかすみ保健福祉センターに変更となりました。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いします。

午前の部　午前 9：15～11：00 受付

午後の部　午後 1：00～ 2：15 受付事前の予約は必要ありませんので、直接会場にお越し

ください。ご不明な点は下記へお問合せください。

検診開催日 会　　場

７月８日（日）、９日（月）、11日（水）、12日（木）、13日（金）
　　17日（火）、23日（月）、24日（火）、25日（水）、30日（月）

かすみ保健福祉センター

７月22日（日） 潮来保健センター （辻）

７月18日（水）、19日（木） 延方公民館

７月20日（金） 大生原公民館

７月26日（木）、27日（金） 潮来公民館

平成24年度検診日程

さらに便利に!!
40歳から74歳までの方で

潮来市の健康診断の受診券をお持ちの方は

かかりつけの病院でも使えます。

一年に一度は、体のすみずみまで調べてもらいましょう。

約６千円程度かかる基本項目、受診券を使うと500円で済みます。

（利用できる医療機関の一覧は、受診券の裏面をご覧ください）

医療機関でも健診を受けられます医療機関でも健診を受けられます



7 広報いたこ 2012
６月号 Vol.135

潮来市　日曜・祝祭日

急患 取扱い当番医表
平成24年７月～平成24年12月

●診療時間●　午前９時～午後４時まで

５日

12日

19日

26日

久 保 医 院

石 毛 医 院

船 坂 医 院

大 久 保 診 療 所

8 月

保存版

上記は予定であり、変更になる場合があります。

石 毛 医 院

大久保診療所

常 南 医 院

（62）2523

（62）2506

（63）1101

飯 島 内 科

久 保 医 院

仲 沢 医 院

（66）0280

（64）6116

（63）2003

７日

８日

14日

21日

28日

大 久 保 診 療 所

常 南 医 院

船 坂 医 院

久 保 医 院

延方クリニック

10 月

２日

９日

16日

23日

24日

30日

船 坂 医 院

大 久 保 診 療 所

延方クリニック

仲 沢 医 院

常 南 医 院

牛 堀 整 形 外 科

12 月

１日

８日

15日

16日

22日

29日

大 久 保 診 療 所

延方クリニック

仲 沢 医 院

常 南 医 院

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

7 月

２日

９日

16日

17日

22日

23日

30日

牛 堀 整 形 外 科

仲 沢 医 院

延方クリニック

常 南 医 院

飯 島 内 科

牛 堀 整 形 外 科

石 毛 医 院

9 月

３日

４日

11日

18日

23日

25日

仲 沢 医 院

延方クリニック

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

石 毛 医 院

久 保 医 院

11 月

■ 休日にけがや急病になった方のための診療です。

■ 受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。

● 電話番号 ● 市外局番（０２９９）

船 坂 医 院

牛堀整形外科

延方クリニック

（66）1285

（64）2888

（66）1873

☆メルマガにて、休日当番医情報を配信し

ています。前日の午後４時に配信します

ので、ぜひご活用ください。

※注意事項※

　迷惑メール防止対策設定を行っている場合は「ayamail1@city.itako.lg.jp」を受信

できるようにしてください。また、携帯電話の場合は別途通信料が発生します。

潮来市メール配信

登録はこちらから

　お手持ちの携帯電話・スマートフォンでＱＲコードを読み取り、メール画面を立

ち上げそのまま送信して登録画面へ進んでください。

登録方法

潮来市メール配信サービス　登録がより簡単に！

お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３－１１１１　内線２１１
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　　　　　　　お問合せ　潮来市農業再生協議会　

　　　　　　　　　　　　〒311-2421 潮来市辻929番地　TEL.80-1550 FAX.80-1310

最近、下水道本管およびマンホール内において、汚物や異物のつまりが頻繁に発生しています。

ご家庭や飲食店等で汚水を流す際には、つまりが発生するような物は流さないでください。

　トイレットペーパー以外の紙や新聞紙、生理用

品、紙おむつ、タオルなど、つまりの原因となる

ものは、流さないでください。

　野菜くずやご飯の残りなどの残飯、サラダ油な

どの食用油を流さないでください。

　油は下水道管の中で冷えて固まり、汚水が流れ

る管内を徐々に塞いでしまいます。

お問合せ　潮来市　上下水道課　TEL.０２９９－６３－１１１１　内線３２１～３２５

対　 象 　者：次のすべてに該当する方

　　　　　　　①生産調整（転作等）達成者

　　　　　　　②水稲作付面積１，１００㎡以上

　　　　　　　③水稲共済加入者（水稲作付面積が２,５００㎡以上）

申請受付場所：潮来市農業再生協議会事務局

　　　　　　　（潮来市辻９２９　ＪＡなめがた潮来営農センター内）

申請受付期間：６月１１日（月）～６月２９日（金）※土日祝日を除く

申請受付時間：午前９時～午後４時　※正午～午後１時を除く

　米の生産数量目標に従って生産する販売農家に対して、主食用米の作付け面積１０アール

当たり１万５千円が定額交付されます。

○台所では

○水洗トイレでは

上下水道課からのお願い

農業者戸別所得補償制度の
申請手続きをお忘れなく

上下水道課からのお願い

農業者戸別所得補償制度の
申請手続きをお忘れなく
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《広　告》

幸せな結婚・経済産業大臣認定

結婚
男女初婚・再婚

婿養子・年齢不問

プライバシー厳守

ブライダル鹿嶋
TEL 0299-69-7622
E-mail :aiko@sakaida.net

女性に限り

入会～成婚

まで優遇
お問い

合わせ

《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

◇申請書は、消防本部ホームページからもダウンロードできます。

http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu

お問合せ　鹿行広域事務組合消防本部　TEL.０２９１－３４－７１１９

申請書の配布・受付場所

消防本部予防課 TEL.0291－34－7119　鉾田市安房1418－15

鉾田消防署 TEL.0291－34－0119　鉾田市安房1418－15

旭出張所 TEL.0291－34－4119　鉾田市玉田1043－3

大洋出張所 TEL.0291－34－5119　鉾田市大蔵1335－5

潮来消防署 TEL.0299－63－0119　潮来市大塚野1丁目13－2

行方消防署 TEL.0291－35－0119　行方市小幡1101－38

麻生出張所 TEL.0299－80－6119　行方市麻生3339－1

玉造出張所 TEL.0299－36－2799　行方市浜102－2

平成24年度甲種防火管理（新規）講習実施案内

日　　時：平成24年７月25日（水）～

　　　　　　　　　　　26日（木）の２日間

　　　　　（両日とも、午前9時～午後3時30分

まで）

場　　所：鹿行広域事務組合消防本部会議室

　　　　　茨城県鉾田市安房1418-15

定　　員：70名

受付期間：平成24年６月１日（水）から

　　　　　　　　　６月30日（木）まで

　　　　　※ただし締切日前であっても、定

員になり次第締め切ります。
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　４月25日（水）、ジェイゴルフ霞ヶ浦（潮来市茂木）におい

て、ライオンズクラブ国際協会３３３Ｅ地区２Ｒ２Ｚチャリ

ティゴルフ大会が開催され、潮来市身体障害者福祉協議会へ

チャリティ金が寄付されました。市社会福祉協議会会長でも

ある 田市長は、地域福祉のために役立たせていただきたい

と、感謝の言葉を述べました。

ライオンズクラブよりチャリティ寄付

　５月16日（水）、なめがた農業協同組合の中川　

治美代表理事組合長から、「ＪＡバンク食農教育応

援事業」の取り組みの一環として、市内の全小学５

年生260人に食・環境・農業への理解を深めるため

の補助教材「農業とわたしたちのくらし」が寄付さ

れました。仲澤教育長は、この教材を授業などで有

効に活用し、農業の大切さを知ってもらいたいと感

謝を述べました。

ＪＡ補助教材の寄付

　５月20日（日）、小泉地内に

おいて小泉大六天王様の祭礼

が執り行われました。大六天

王様には三つの御輿（漆塗り

のお飾りの有友御輿、川揉み

用の御輿、子ども御輿）があ

り、五穀豊穣を願って町内を

練り歩きました。

小泉大六天王様の祭礼
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City News Flash

　５月27日（日)、第26回潮来トライアスロン全

国大会が常陸利根川周辺で開催され、同時開催の

第９回トライアスロン　チームトライアル、県選

手権大会（国体予選大会）も併せて全国から集

まった284人の選

手が出場しまし

た。一般の部男子

総合は松丸真幸選

手が、そして同女

子総合は松丸浩巳

選手が見事夫婦そ

ろって優勝を決

め、10月の岐阜国

体に県代表として

出場します。表彰

式では、あやめ娘

もお手伝いをさせ

ていただきまし

た。

潮来トライアスロン全国大会開催！

　５月20日（日）堀之内地内の水田において、潮来産コシヒカリ「潮来あやめちゃん」の田植え体験・交流会

（潮来市大規模稲作研究会主催）が開催され、お米の生産者と消費者が交流し、手作業の田植えを体験しました。

　参加したのは、東京都内で潮来あやめちゃんを扱う米穀店やその消費者、大生原小学校の４～６年生の児

童、潮来・世田谷ライオンズクラブ、ＪＡなめがた関係者など約160名。

　水田に出ると横一列に並び、泥に足を取られないよう気を付けながら丁寧に苗を植え付けました。

　９月中旬頃には稲刈り体験も行われるということで、今から秋の収穫を心待ちにしているようです。

おいしいお米を作ろう　～秋の豊作を願って～
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《広　告》

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　５月20日（日）、潮来六丁目会館において、今年

で４年目となる前川沿いへの花苗植えが行われ、

同町内の約30名が集まり、会館の補修とともに作

業を行いました。

　サルビアとマリーゴールドの苗は、会館が面す

る前川沿い約50メートルに植えられ、舟で行き交

う観光客の目を楽しませています。

　寿享会会長園部さんは、「苗植えを通して、景観

をよくすることはもちろん、町内の住民の交流の

場として今後も続けていきたい。」と話されました。

　５月19日（土）、ボランティア団体新世紀のメンバー約50名の参加

のもと、県道潮来・佐原線沿い約260メートルの花壇に花の苗植えが

行われました。

　花はマリーゴールド、サルビアの赤と紫、そしてカンナの３種類。

　この行事は旧潮来町の区長会ＯＢ団体が始めたもので、平成12年か

ら、ボランティア団体新世紀として実に40年以上も続いているそうで

す。

　昨年度には　第39回花と緑の環境美化コンクール県知事賞を受賞し

大好きいばらき花いっぱい運動モデル指定花壇に選ばれています。

　 田市長も活動に参加し、同日開催のあやめまつりについても触れ、「市民の皆さんだけではなく、観光客の皆さ

んの目も毎年楽しませていただけます。」と、感謝のことばを述べられました。

　花は前川あやめ園の花菖蒲と同じ、６月中旬頃に満開となります。

　５月20日（日）、潮来八丁目会館において、初め

ての試みとなる前川沿いへの花苗植えが行われ、

同町内のお祭り若連や子供会など約50名が集ま

り、作業を行いました。

　六丁目会館と同じ前川沿いに位置する八丁目会

館の前にも、あやめまつり開会と同時に苗を植

え、観光客の皆さんをおもてなししたいと、町内

で費用を出し合い、500株の色とりどりの花苗をプ

ランターや花壇に植え、舟で行き交う観光客の目

を楽しませていました。

　参加された方は、「子どもから年配の方まで多く

の地元住民が交流する場として、今後も続けてい

ければ。」と話されました。

観光地に彩りを　花の苗植えが行われました
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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

　５月４日（金）に道の駅いたこ脇駐車場にお

いて、「はたらく乗り物大集合！ちびっこわく

わく重機体験」（社団法人　潮来青年会議所主

催）が開催されました。

　クレーンやショベルカーなど幾種類もの大き

な建設機械が並べられており、普段はなかなか

触れることのない重機を間近にし、子供たちの

目はキラキラと輝いていました。

　初めて操縦する重機に夢中になった子供たちにとって、とても貴重で忘れられない体験となったようです。

ちびっこわくわく重機体験

City News Flash

　５月６日（日）、カシマサッカースタジアムにおいて「鹿島アント

ラーズホームタウン　ファミリージョインデイズ」が開催され、鹿

行５市による各市の特産品無料配布を行い、特設コーナーには長蛇

の列ができました。

　潮来市は、あやめ娘や娘船頭、水郷いたこ大使「あやめ」による

あやめまつりＰＲも併せて行いました。また、鹿嶋市のゆるキャラ

「ぼくでん」や、行方市の「ニコちゃんとなめぞう」もＰＲに訪

れ、来場者にも笑顔があふれていました。

　試合結果は０－０の引き分けで、ゴールデンウィーク最終戦を勝

利で飾ることはできませんでしたが、両チームとも体を張ったプ

レーが目立ち、緊張感があり見応えある試合となりました。

　５月21日（月）、市立大生原小学校において金環日食観測会が開

かれました。本州で観測できるのは129年ぶりで、首都圏で次に

観測できるのは300年後ということで、子どもたちとその保護

者、地域の皆さんの約100人が校庭に集まりました。天候はあい

にくの曇り空で、午前７時25分頃まで全く見えませんでしたが、

雲が流れその隙間から太陽が顔をのぞかせ、金環日食を観測でき

ました。「見える！」「すごい！」の歓声が校庭にわき、とても感

動的な天体ショーでした。

　※金環日食とは…月が太陽の前を横切ることで、太陽の内側

に月が完全に入り込み、太陽が細いリング

のように見えるという天文現象です。

金環日食　雲の隙間から「見えた！」

鹿島アントラーズ　ホームタウン集合！

《広　告》

常　南　医　院
内　　科 外　　科

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101

午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

人工透析

【　お車で送迎いたします（無料）　】

 

整形外科

常　南　医　院



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

７月１日（日）午後２時～２時30分

「七夕（たなばた）」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

７月５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）

うしぼりお話し会

７月14日（土）午後２時～２時30分

「乗り物（のりもの）」のおはなし

図書館友の会

７月19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

７月28日（土）午後２時～２時30分

「海（うみ）」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

今月の本棚（７月）

　今年も引き続き節電が求められる夏となりそうです。暑い夏に毎年

ニュースになるのが熱中症。今月は熱中症対策など、夏を涼しく快適

に過ごすために役立つ本をご紹介します！節電につながる情報もあり

ますので、ご自宅で実践してみてはいかがでしょうか？

特集　「夏の熱中症対策」
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　雨がふると外で遊べなくて残

念！なんて思っている人、多い

のではないでしょうか。雨の日

だからこそできることがたくさ

んありますよ。

　雨の日を楽しむ絵本を読ん

で、雨の日を楽しみましょう！

「雨の日を楽しもう！」

　1812年、ドイツでグリム童話が初め

て出版されました。今年はグリム童話

誕生200年の記念年にあたります。「お

おかみと七ひきの子やぎ」「白雪姫」

「ヘンゼルとグレーテル」など、誰で

も知っているお話からあまり聞いたこ

とのないお話まで、たくさんのグリム

童話にふれてください。

「グリムのお話」

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

６月17日（土） 13：00～
ルーニーテューンズ

コレクション　バックス・バニー
－ 子ども向け

６月18日（日） 13：00～ ダイハード４.０
ブルース・ウィリス／
ジャスティン・ロング／出演

一般向け

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。（入場無料）
・申込みは不要です

◇上映会のお知らせ（６月）◇

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

7月15日（日） 13：00～ ゴーストバスターズ
ダン・エイクロイド／
ビル・マーレー／出演

一般向け

7月21日（土） 13：00～ ヨウカイとむらまつり － 子ども向け

◇上映会のお知らせ（７月）◇

 ７月の図書館カレンダー 　※休館日は、７月18日（水）館内整理日となります。

　図書館員のおすすめ本を詰めたミステリーバッグを貸出します。なん

の本が入っているかは、自宅に持って帰るまで分かりません。

　第１弾の今回は子ども向けを40袋用意しています。さらに40袋のうち

８袋に、図書館オリジナル布バッグが封入されています。先着順での貸

し出しになります。お早めにどうぞ。

児 童 特 集 （６月） 児 童 特 集 （７月）

６月16日～６月30日

ミステリーバッグ　第１弾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（い）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（い）
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

仲沢医院563-2003

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）
＋当番医 延方クリニック
566-1873

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（潮・公）

子育て広場（い）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（い）
１歳児育児相談（か）
（H23.7月生）

子育て広場（い）
ヘルスアップ教室
（潮・公）

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（延・公）
こころの健康相談（か）

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（潮・公）

子育て広場（い）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（い）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（図）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（大・公）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

July
（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

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（か）

子育て広場（い）
◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査
（延・公）

◎今月の納税は、・国民健康保険税の第１期分（７月31日納期日）
　　　　　　　　・固定資産税の第２期分　　（７月31日納期日）

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

の
カレンダー7月

潮来市消防団夏季訓
練及び水防演習
（日の出小学校他）
＋当番医

大久保診療所
562-2506

海の日

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.11月生）

子育て広場（い）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.12月生）

子育て広場（い） 子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.4月生）

４ヶ月児育児相談（か）
（H24.2月生）

● 実施場所 ●

（潮・公）…潮来公民館
（中・公）…中央公民館
（延・公）…延方公民館
（大・公）…大生原公民館

68
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人口のうごき ６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24年

６月14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

10,790世帯（＋12）15,056人14,820人 （＋ 6）（ 0 ）29,876人（＋ 6）

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
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幸せを呼ぶ「放生会（ほうじょうえ）」

コイやドジョウを川に放し生き物

を供養するといいことがあると言

われています。

潮来流し唄

～道中流し踊り～ 辻屋台

本條秀太郎さんの演奏～風流舟にて～ 水郷囃子舟

会場周辺には、鯉のぼりや

端午武者節句飾りが並べられました

子どもたち手作りの

水灯籠

川に放ち幸せを願う放生のドジョウすくい


