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2012

水原八坂神社祭礼堀之内八坂神社祭礼

横須賀区諏訪神社祭礼

芝宿区素鵞神社祭礼

日の出神幸祭

硯宮神社祭礼
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延 方 相 撲 例 大 祭

大洲大六天祭礼 下田祇園例大祭

潮 来 祇 園 祭 禮
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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

※今回と同様のご案内を、健診会場でもお配りしました。

☆健診結果についてご不明な点は、下記の健診結果説明会を利用するか、か

すみ保健福祉センターへご相談ください。

区　　分 健診結果の返し方

19～39歳の方 会場での手渡し ※

40～74歳の潮来市国民保険加入者 会場での手渡し ※

40～74歳の社会保険扶養者 郵送 ☆

75歳以上の方　または

65～70歳の後期高齢者医療保険加入者
郵送 ☆

結核・肺がん検診、前立腺検診、肝炎ウイルス検

査のいずれかのみ受診した方
郵送 ☆

 時　間 

午前の部　受 付：９時～９時30分　　　説明会：９時30分～10時30分

午後の部　受 付：１時15分～１時45分　説明会：１時45分～２時45分

日　程 会　　場
開催時間帯

午前 午後

８月19日（日） かすみ保健福祉センター ○ ○

８月22日（水） かすみ保健福祉センター ○ ○

８月24日（金） かすみ保健福祉センター ○ ○

８月26日（日） 潮来保健センター ○ ○

８月27日（月） かすみ保健福祉センター ○ ○

８月28日（火） 延方公民館 ○ ○

８月29日（水） 大生原公民館 ○ ×

８月31日（金） 潮来公民館 ○ ○

 



9月1日（土）

平成24年
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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

　９月１日（土）から、従来のポリオ生ワクチンが廃止となり、不

活化ワクチンに変更となります。

　９月１日（土）以降に、医療機関にて接種を受けていただきます

よう、お願いいたします。

　なお、今後はかすみ保健福祉センターでの集団接種は実施しませ

んのでご了承ください。

①
従来のポリオ生ワクチンをすでに２回うけ
ている方

→　不活化ワクチンは必要あ
りません

②
従来のポリオ生ワクチンをすでに１回うけ

ている方

→　不活化ワクチンをあと３

回うけてください

③
従来のポリオ生ワクチンをまだうけていな
い方

→　不活化ワクチンを合計４
回うけてください

④
不活化ワクチンをすでに１回～３回うけて
いる方

→　不活化ワクチンが合計４
回となるよう、残りの回
数をうけてください

⑤ 不活化ワクチンをすでに４回うけている方 →　必要ありません

★新しい「予診票」(今までの問診票は使えなくなります）

★不活化ポリオワクチンが接種できる「医療機関の一覧表」

★接種の間隔などについての「説明文」

乳幼児の予防接種についてのお知らせ

　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。

１回目～３回目の接種については、７歳６か月未満なら接種料金は無料です。

※４回目の接種については、定期接種になるのが（＝無料化されるのが）来年以降になります。

詳細が決まり次第、広報紙等でお知らせします。

接種日の年齢が７歳６か月未満で、ポリオの予防接種が

終了していないお子さん

中 止

変 更

従来の「生
なま

ワクチン」 新しい「不
ふ

活
かつ

化
か

ワクチン」

広報いたこ 2012
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対 象

料 金

対象となるお子さまには、８月中に以下の書類を郵送いたします

●経口による接種 ●注射による接種

9月1日（土）

平成24年

　下の表のとおり、今までにポリオ生ワクチンをうけた回数によって不活化ワクチン

をうける回数が異なります。

ポリオワクチン
が変わります
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市民課・中央公民館からのお知らせ

　　　　お問合せ　潮来市　市民課　　　TEL.６３－１１１１　内線１１０～１１５
　　　　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL.６６－０６６０

市民福祉課からのお知らせ

【児童扶養手当現況届】の提出をお忘れなく

お問合せ　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３９１

　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受けている方は、毎年８月に現況届（所

得状況および、現に対象者が在宅で養育または介護されているかなど受給資格の確認）の提出が必要です。

　この届出がない場合、８月以降の手当が受けられなくなります。忘れずに手続きお願いいたします。

　受付期間　８月10日（金）～31日（金）※土日祝日を除く

　　　　　　午前８時30分～午後５時15分

【特別児童扶養手当などの現況届】の提出をお忘れなく

お問合せ　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３９３

　児童扶養手当を受給している方は、現況届けの提出がないと８月分以降の手当が受けられなくなります。忘れずに

手続きをお願いいたします。

　受付期間 ８月６日（月）～31日（金）※土日は除く

　　　　　 午前９時～午後５時15分　 ※８月17日（金）・24日（金）・31（金）は午後７時まで

　受付場所 市民福祉課（福祉事務所内）

　持参するもの ①現況届　　 ②印　鑑　　 ③手当証書　　 ④現況届に必要な添付書類

　　　　　　　 ⑤平成24年１月１日現在潮来市に住民票のなかった方は、前住所地の平成24年度（平成23年分）の所得証明

　　　　　　　 ⑥『児童扶養手当一部支給停止適用除外届』（該当されている方）

　注意事項

　 ①現況届は受給者本人が提出して下さい。

　 ②平成24年度（平成23年分）の所得申告をしていない方は、事前に必ず申告をしてください。

　窓口業務のシステム移行作

業により、右記の日は住民票

などの証明書の発行ができな

くなります。（※市役所内自

動交付機も同様）大変ご迷惑

をおかけしますが、ご理解の

ほどお願いいたします。

記
１　停 止 日　8月18日（土）
２　停止時間　終　日
３　停止内容　○潮来市役所：自動交付機（住民票・印鑑証明・税証明一部の写し）

　　　　　　　○中央公民館：証明書発行業務

　　　　　　　　　　　　　　 （住民票・印鑑証明・税証明一部の写し・戸籍証明）

　　　　　　　　　　　　　　　 ※但し、埋・火葬許可書は対応可

　お問合せ　潮来市立中央公民館　TEL.66-0660　FAX.66-4339

開 催 日　10月10日（水）

会　　場　潮来カントリー倶楽部

募集人員　240名（先着順）※同時コンペもＯＫ

プレー費　○キャディ付（歩き）　 13,000円（税込）

　　　　　○乗用カートセルフ 　　11,000円（税込）

　　　　　○乗用カートキャデイ付 14,000円（税込）

※乗用カートをご希望の方は、必ず事前に申込んでく

ださい。（53組限定）組数が53組以上になりますと、

キャデイ付き歩きとなります。

（申込金・賞品・参加賞・昼食・パーティー代含）

参加資格　潮来市民及び潮来市内に勤務されている方

申込締切　９月10日（月）
受付場所　①潮来市立中央公民館
　　　　　　＊ＦＡＸ可
　　　　　②潮来グリーンランド
　　　　　　ゴルフ練習場
　　　　　　（潮来市永山876
　　　　　　　　　TEL.64-6184）
　　　　　※電話での申し込み及び仮予約は一切行いません。
組合せ発表　○大会１週間前に申込代表者へ郵送でお知らせします。
　　　　　　○中央公民館・潮来グリーンランドゴルフ練習場で

配布します。
　　　　　　※組合せ決定後の申し込み・変更は出来ません。

第１２回潮来市民ゴルフ大会参加者募集
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　市税は、住民サービスを行う上で極めて重要な財源です。

　東日本大震災における災害復旧をはじめ、福祉、医療、教育など、さまざまな市民サービスの提供は市

税が主な財源の一つになっています。

　市税の滞納は、市の財政を圧迫し市民サービスに支障をきたすことになりかねません。

　また、納期内に納めている方との公平性に欠けることとなります。

　そのため、やむを得ない理由で納付できない方には納税相談に応じていますが、納付できるのに納付し

ない未納者には差押を強化しています。

　なお、差押えた不動産（田、畑など）や動産（バイク、自動車など）については公売により処分する場

合があります。

『差 押』を強化しています

※滞納処分（差押等）に至るまでの流れ

　①課税通知⇒　②督促状送付⇒　③滞納処分（差押等）
※納期限後

　20日以内に送付
※「差押をしなければならない」

お問合せ　潮来市　税務課 収税グループ　TEL.６３－１１１１　内線１３７～１３９

差押えの要件：督促状を発した日から起算し10日を経過した日までに、その督促にかかる地方団体

の徴収金が完納されないときは差押をしなければならない。（国税徴収法第47条）

税務課からのお知らせ

差押対象財産例

○試合日時　　　９月２２日（土）　午後２時 キックオフ
　　　　　　　　鹿島アントラーズ　対　横浜Ｆ・マリノス戦
○対 象 席　　　１Ｍ（１階メイン指定席）／１Ｂ（１階バック指定席）
　　　　　　　　サポーターズシート
○対象者料金　　潮来市在住の６５歳以上の方　無　料

○ご同伴のご家族料金（特別割引料金）
　　　　　　　　１Ｍ（１階メイン指定席）…3,000円
　　　　　　　　１Ｂ（１階バック指定席）…2,500円
　　　　　　　　サポーターズシート…………1,000円
○配布日程　　　８月２９日（水）潮来市役所１階ロビー 午前10時～午後２時
　　　　　　　　※住所と年齢の確認できるものを必ずご持参ください。
※試合当日にもスタジアム第３ゲート横で招待券の配布・優待券の販売を行います。

　　　お問合せ　アントラーズファンクラブ事務局　TEL.８２－５５５５
　　　　　　　　潮来市　秘書政策課　　　　　　　TEL.６３－１１１１　内線２１２

　来る９月22日（土）にカシ
マスタジアムで行われます、
対横浜Ｆ・マリノス戦に、潮
来市内にお住まいの65歳以上
の方を無料招待いたします。
また、ご同伴されるご家族の
皆さんにも、特別割引料金で
観戦できるチケットをご用意
しています。
　家族で鹿島アントラーズを
応援に行きましょう！

～６５歳以上の皆さんを無料で招待いたします～

不　動　産預　貯　金動　 産

鹿島アントラーズ　２０１２敬老の日スペシャル

シルバーファミリーデイズ



　多年にわたって社会に貢献された方々の長

寿を祝福し、心から敬意を表するため「平成

24年度潮来市敬老会」を開催いたします。

 日　時 　　9月17日（月）敬老の日

 会　場 　　開花亭（潮来富士屋ホテル別館）

 日　程 　　午前９時～11時20分（予定）

　　　　　　アトラクション・・・

　　　　　　　井坂斗絲幸　社中　　津軽三味線と舞踊・民謡の大共演

　　　　　　　迫力の演奏と心温まるステージをお楽しみください。

 招待者 　　昭和16年４月１日以前に生れた方（72歳以上）

　　　　　　※７月下旬～８月下旬にかけて区長や地区役員が招待者の参加とりまとめをしております。

皆さんの参加をお待ちしています。
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お問合せ　潮来市　市民福祉課  TEL. ６３－１１１１  内線３９０・３９１

潮来市敬老会へ
お越しください

潮来市敬老会へ
お越しください

　住み慣れた地域で、家族や友人と楽

しく、いきいき、はつらつとした人生

を送りたいと誰もが願っています。

　幸せに生きるとはどういうことで

しょうか。さまざまなことで悩んでい

るかたがたに生きていくためのヒント

を一緒に探しませんか？

　どうぞ、お気軽にご参加ください。

日　　時　８月25日（土）　午前10：00～11：30

場　　所　潮来市牛堀公民館　大会議室

　　　　　潮来市牛堀719　TEL.64-5230

参 加 費　無　料 

内　　容　薬師寺の人気僧侶による講話

　　　　　「幸せの条件」

講　　師　大谷　徹奘　師

　　　　　　水郷いたこ大使　薬師寺　執事

申込方法　下記まで、電話にてお申し込みください。

　 お問合せ 
　　潮来市総合相談センターあやめ　TEL.80-2223
　　潮来市総合相談センター福楽園　TEL.64-6767

潮来市介護予防講演会に

参加しませんか
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City News Flash City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　７月２日（月）、潮来小学校においてＩ期校

舎完成見学会が行われました。平成23年９月

17日から校舎の改築工事が開始され、この度

Ｉ期校舎の完成に伴い、市議会議員、地元区

長、民生・児童委員、教育関係者の皆さんを

お迎えして行われたものです。

　校舎は、全国でも珍しい木造校舎で、明るく強い建物に仕上がっています。

　また、良い木材で地震に強い校舎造り、窓ガラスも割れても安全な特殊なガラスになっていることなど、子供

たちが安心・安全に生活できる造りとなっています。

　見学に参加した潮来小学校の６年生たちは、「校舎改築工事日記」と題して、建設の様子を毎日ブログで更新

し、完成を心待ちにしており、素晴らしい校舎を建ててくれた 田市長に感謝の言葉を述べ、これから大切に使っ

ていくことを約束しました。

◆潮来小学校　校舎改築工事日記はこちらから　ＵＲＬ：http://www.itako.ed.jp/~itako-el/

潮来小学校 Ⅰ期校舎完成見学会

　７月１日（日）、台風シーズン

を迎え改めて水防作業等の知識や

技術を習得するため、潮来市消防

団夏季訓練・水防演習が実施され

ました。

　当日は約600名の消防団員が参

加。夏季訓練では、規律訓練や迅

速な消火活動を行うための中継放

水訓練、機械操作訓練が行われま

した。また、水防訓練では、堤防

の決壊などの水害に備えて、土の

うや竹材などを利用した様々な水

防工法について訓練を行いまし

た。

市民の安心・安全を守る！ 潮来市消防団　夏季訓練・水防演習

　７月７日（土）、あやめまつり

が終了した前川あやめ園におい

て、市民あやめ園整備事業・花

菖蒲１人１鉢運動が行われまし

た。天候が悪く開催が危ぶまれ

ましたが約500人の市民や関係

団体の皆さん、小学生や中学生

も一緒に汗を流しました。

　「あやめまつりお疲れ様でした、たくさんのきれいな花を咲

かせてくれてありがとう」という気持ちを込めて、草刈りなど

の清掃を丁寧に行いました。

　終了後、一人一鉢の花菖蒲の苗が用意され、正しい育て方を

熱心に聞いて、来年立派な花菖蒲を咲かせることを楽しみに、

皆さんにお持ち帰りいただきました。

あやめ園をみんなできれいに
　　～来年もまたきれいに咲かせよう～
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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

City News Flash
シティーニュースフラッシュ
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　このたび、日本郵便の寄附金により防災力強化のため発電機等が
整備されました。
　これは、東日本大震災の被害が甚大かつ広域に及ぶため、被災者
救助・被災地復興の緊急性を踏まえて、「東日本大震災寄附金付かも
め～る」及び「東日本大震災寄附金付特殊切手」に付加された寄附
金を、被災者の救助またはその予防（復興）に役立てることを目的
として行われた助成です。
（整備内容：発電機８台、投光器７台、コードリール11台）

日 本 郵 便

　６月29日（金）、
ＮＰＯ法人水辺基
盤協会から「第32
回霞ヶ浦クリーン
大作戦」の際に集
まった募金をご寄
付 い た だ き ま し
た。同協会は、水
辺の環境浄化の啓
蒙活動を積極的に
行い、環境保全や子どもたちの健全育成等に取り組
まれています。いただいた寄付金は有効的に活用さ

せていただきます。ありがとうございました。

ＮＰＯ法人水辺基盤協会

　７月13日（金）、愛友酒造株式会社（兼平紀子代表取締役）から、
「特産品清酒あやめまつり」の売り上げ金の一部が寄付されました。
いただいた寄付金は有効的に活用させていただきます。ありがとうご
ざいました。また、愛友（大吟醸）が平成23酒造年度　全国新酒鑑評
会において、金賞を受賞されました。おめでとうございます。

愛友酒造株式会社

　６月27日（水）ホ
テル日航成田（辻田
耕一総支配人）か
ら、潮来市へ見舞金
が寄付されました。
ホテルの食事で使用
する食材の一部に潮
来市産の野菜等を使
用いただいていると
いうことから、この
度潮来市への寄付をくださいました。いただいた寄
付金は有効に活用させていただきます。ありがとう
ございました。

ホテル日航成田

ご寄付をいただきました

皆さまのご協力ありがとうございます

「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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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

City News Flash

　６月24日（日）、水郷県民の森において、第１回水郷県民の森４時

間耐久リレーマラソン（県トライアスロン協会主催）が行なわれ、

県内外から約530名のランナーが参加しました。

　水郷県民の森は、総面積51.5ヘクタールにおよび、コナラやクヌ

ギの雑木林とシイやカシなどの照葉樹が生育する茨城県を代表する

平地林です。施設内には、大膳池や大生古墳群を有しており、これ

らの特徴を活かした四季折々の自然観察が楽しめます。

　今大会は、園内の1週2.1kmのコースを４時間内に走った距離を競

うもので、一人で走るソロの部と、１チーム４～６人でたすきを繋

ぐリレーの部でそれぞれ競いました。

水郷県民の森４時間耐久リレーマラソン開催

　６月27日

（水 ）、市 長

室にて身体

障害者相談

員・知的障

害者相談員

の相談員証

交付式が行

われ、身体障害者相談員に中山康雄さ

ん、松﨑昌樹さん、鈴木清さん、蜷川斉

さん、大久保和美さん、知的障害者相談

員には、岡里成美さん、細根由佳さんが

それぞれ就かれました。

　身体障害者相談員の中山さんは、「障

害をもつ方から受けた相談を市の職員と

協力して解決に向け全力を尽くした

い。」と話されました。

身体障害者相談員・
　　知的障害者相談員を委嘱

　７月２日（月）、法務省主唱の「社会を明るくする運動｣の啓

発活動として、麻生地区保護司会潮来支部と更生保護女性会

潮来支部の皆さんに

より、ポスター・の

ぼり旗の掲示､市の

広報車での巡回、

リーフレットの配

布、市内小・中学校

の児童・生徒からの

作文募集などが行わ

れました。さらに、

日の出小・中学校近

くの交差点での登校

時の立哨も行われ、

犯罪・非行が減少す

るようにと、今後も

活動を続けていきま

す。

「社会を明るくする運動｣
  －犯罪非行のない明るい社会を－

広報いたこ 2012
８月号 Vol.137
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　７月８日（日）、日の出中学校体育館において、潮来市体育協会創立55

周年記念式典がおこなわれました。平成13年の潮来町・牛堀町の合併を

期に、潮来市体育協会に名称が変わりましたが、旧潮来町体育協会は昭

和33年４月に発足しており、今年で55周年の節目となることから式典開

催の運びとなったものです。

　記念式典では、永年にわたり体育協会に功労のあった方の表彰や、現

在、水郷いたこ大使としてご活躍いただいおります潮来市出身のラグ

ビー元日本代表の栗原徹選手の基調講演「継続は力なり」が行われまし

た。栗原選手の講演では、潮来小学校６年生時代のことや、中学校、高

校と多くの人との出会いについて、又、目標に向かって努力を積み重ね

る体験のエピソードを披露していただき、

会場につめかけた小学生・中学生が熱心に

耳を傾けていた様子が印象的でした。

　また、講演に引き続き元バレーボール日本代表の坂本雄一郎さんを始め、潮来市出身

のアスリートの皆様によるトークショーも行われました。その後、体育協会専門部によ

る競技デモンストレーションが行われ、トークショーに参加していただいた坂本雄一郎

さんはバレーボールスクールに、Ｊリーグ元横浜ＦＣの鈴木寿毅さんもサッカースクー

ルに飛び入り参加し、小中学生や市内のスポーツ愛好者らとともに、スポーツを中心に

楽しい一日を過ごしました。

　なお、本式典開催にあたり、潮来市体育協会のこれまでのあゆみをまとめた「潮来市

体育協会創立55周年記念誌」が発行され、市内の公民館・図書館で閲覧することができ

ます。

　７月20日（金）、潮来公民館において、平成24年度第２回潮来市健康づくり講演会が

180名以上の参加のもと開催されました。今回は講師に長谷川幸介先生（茨城大学准教

授）、外岡仁先生（茨城大学講師）をお招きし、「江戸文化～わび・さびからみる健康

法」をテーマに行いました。

　「わび・さび」を通した江戸文化の「粋」が、現代にも通じる健康法であることを、ユーモアたっぷりにお話いただ

き、会場は常に笑いに包まれていました。先生方のお話しに「心と体の健康はもちろんのこと、家族や友人、近所の

方々への感謝の気持ちを忘れず、良い人間関係を保っていくことが本当の健康につながる」というものがあり、受講生

の方からは「人と人とのコミュニケーションの大切さを再認識した」との感想も聞かれました。

日　時：８月28日（火）／９月10日（月）

　　　　午後１時30分～３時30分

場　所：かすみ保健福祉センター 多目的ホール

講　師：エアロビック教師 福田史子氏

　　　　（東邦大学非常勤講師）

用意するもの：動きやすい服装・

　　　　　　　スポーツタオル・室内シューズ

定　員：先着50名

申込方法：下記まで住所・氏名・年齢・

　　　　　　電話番号をご連絡ください。

第２回健康づくり講演会　～江戸文化から学ぶ健康法～

次回の潮来市健康づくり事業のお知らせ
～フィットネス＆リラックスでしなやかな体づくり！～
　オリジナル「体幹運動」で地域を元気に、そして、「美ボディ」で健康づくり！《参加無料》

・終了後、お楽しみスィーツを全員サービス　　・「市民☆健康カード」ポイントアップコーナー

　講師の福田氏は、独自に考案した体幹運動を提唱したことで人気を博し、幅広い年代に支持されるカリスマ講師

です。シェイプアップや健康維持、老化防止運動を指導します。30代で出会ったエアロビクスで体を動かす喜びを

知り、スポーツ医学や運動生理学、指導経験を土台に体幹エクササイズを生み出しました。健康で丈夫な体をつく

る運動法で、多くの皆さんを「生き生き」と支えています。

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.64-5240　FAX.80-3077

潮来市体育協会創立55周年記念式典が開催されました



　潮来町・潮来市議会議員

として、昭和59年２月か

ら平成20年２月まで６期

24年の永きにわたり在職

され、民主的かつ効率的な

議会運営につとめながら、

魅力あるまちづくりの実現

を目指し、努力された功績

が認められました。

　また、７月16日（月）に開催された叙勲記念祝賀会

における収益の一部を潮来市社会福祉協議会へ寄付さ

れました。市民の福祉向上のため、有効的に活用させ

ていただきます。ありがとうございました。

　水戸家庭裁判所麻生支部の民

事・家事調停委員として平成２

年から現在まで22年の永きにわ

たり在職され、中立の立場で当

事者双方の話合いに真摯に耳を

傾け、合意をあっせんして様々

な紛争の解決にあたられた功績

が認められました。

　鈴木さんは、当事者と一緒に紛争の実状に合った解決

策を考え、両者に納得してもらえるよう、当事者の言い

分や気持ちを十分に聴き、心に寄り添って公平な立場で

対応することを常に心がけていたそうです。
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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

　７月12日(木)、潮来高等学校３年の嶋田潤さんが 田市長を表敬訪問し、

ボート競技の世界ジュニア選手権大会に日本代表選手に選出され、８月14日か

らブルガリアで開会される世界ジュニア選手権大会に出場することを報告しま

した。また、９月16日に中国で開催されるアジアジュニア大会においても、日

本代表として出場できる３人のうちの１人に選出されました。

　嶋田さんは、中学校では柔道部で、ボートを始めたのは高校に入ってから。

厳しい練習を重ね、日本代表まで登りつめました。「潮来市の誇りを胸にブルガ

リアで悔いのない試合をしたいです。」と熱い意気込みを語ってくれました。

潮来から世界へ！

広報いたこ 2012
８月号 Vol.137

City News Flash

《広　告》

　現在、潮来市では、復旧工事を進めるとともに、早期の復興を目指し、液状

化対策に必要となる地下水調査・地質調査を実施しております。

　つきましては、下記の日程により市民説明会を開催いたします。また、同時

に被災した住宅復旧工法の相談会や復旧工事契約等のトラブルに対する法律相

談会も開催いたします。

　日　時　９月２日（日）午後１時～３時

　場　所　潮来市立中央公民館

　申込み　市民説明会は不要。

　　　　　住宅相談、法律相談は下記へ電話で申込ください。

日の出地区液状化調査事業市民説明会を開催します

お問合せ　潮来市震災復興本部（秘書政策課内）　TEL.６３－１１１１　内線２１１

叙勲　ご受賞おめでとうございます

中野　庄吾 さん
旭日双光章（きょくじつそうこうしょう）受章

鈴木　久子 さん
瑞宝単光章（ずいほうたんこうしょう)　受章

平成23年11月６日

東日本大震災に関する市民説明会の様子
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

広報いたこ 2012
８月号 Vol.137

９月２日（日）午後２時～２時30分
「運動会（うんどうかい）」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

９月６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

９月８日（土）午後２時～２時30分
「おじいちゃん・おばあちゃん」のおはなし

図書館友の会

９月20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

９月22日（土）午後２時～２時30分
「月（つき）」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

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

９月15日（土） 13：30～ ライアンを探せ － 子ども向け

９月16日（日） 13：30～ 燃えよドラゴン
ブルース・リー／
ジョン・サクソン／出演

一般向け

　９月に運動会をする学校が多いですよね。運動会はいろ

いろな競技があって、やる人も見る人も楽しいですね。絵

本や紙芝居にも運動会のお話がたくさんありますよ。ぜ

ひ、図書館で見る（読む）運動会も楽しんでください。

「うんどうかいでだいかつやく！」児 童 特 集 （９月）

今月の本棚（９月）

現代の私たちは、質の良い睡眠をとれているのでしょうか？今月は

「睡眠」を特集します。医学的な視点からだけではなく、夢占いや

ヒーリング音楽まで、睡眠に関することを幅広く取り上げます！

特集　「ぐっすり睡眠」

◎図書館２階視聴覚室で上映いたします

◎すべて入場無料です　◎申込みは不要です

◎上映会のお知らせ◎
（９月）

　起業や経営、ビジネスプランについて専門家（中小企業診断

士）に相談できるチャンスです！会社設立、事業計画、経営戦

略など様々な課題にアドバイスします。起業を考えている方、

企業の経営者の方、ビジネス上で問題を考えている方、どうぞ

お気軽にお越し下さい。

「起業・経営無料相談会」

平成24年 ８/26 ９/23 10/28 11/23 12/23

平成25年 １/27 ２/24 ３/24

日　　時：毎月第４日曜日開催

会　　場　潮来市立図書館　第１集会室

相談時間

　①10：00～11：00　②11：10～12：10　③13：30～14：30

　④14：40～15：40　⑤15：50～16：50

　※上記の時間枠で、１組につき１時間の相談を受け付けます。

相 談 者

　一般社団法人 茨城県中小企業診断士協会 中小企業診断士

相談費用　無　料

申込方法　

　・無料相談会申込書に必要事項をご記入のうえ、図書館カウ

ンターへ直接お持ちいただくか、FAXにてお申込ください。

　・申込書は図書館・公民館で配布しているほか、図書館ホー

ムページからもご利用いただけます。

　・相談日の２日前までにお申込み下さい。

（主　催：潮来市商工会　後　援：潮来市・潮来市教育委員会

　協　力：一般社団法人茨城県中小企業診断士協会）

　鹿行地区就職支援センターでは、就職を希望される

方々に、より身近に当センターをご利用いただくため、

潮来市立津知公民館に加え、潮来市立図書館でも出張相

談を実施しています。

日　　時　津知公民館　　（毎月第１水曜日に実施）

　　　　　潮来市立図書館（毎月第４水曜日に実施）

会　　場　潮来市立図書館　第１集会室

相談時間　10：00～15：00

利用できるサービス

　・求人情報閲覧(正社員・パート・アルバイトなど)

　・職業適性診断、キャリアカウンセリング、職業紹介

　・応募書類の書き方、ビジネスマナーなど

　・内職相談、事業主の方には、求人の受付もいたします。

相談費用　無　料

「就職支援センター
　出張相談のご案内」

　  問い合わせ先
　　　鹿行地区就職支援センター
　　　鉾田市鉾田1367-3　鉾田合同庁舎内
　　　TEL:0291-34-2061　または0291-33-5267

　図書館や本に関する川柳を大募集しています。優秀作

品は今秋作成予定の「潮来図書館・川柳しおり」に掲載

されます。さらに、金・銀・銅賞には、全国共通図書

カードなどをプレゼント！募集期間は、９月16日（日）

までです。専用の応募用紙を配布していますので、沢山

のご応募おまちしております。

図書館川柳　作品募集中!!

 ９月の図書館カレンダー 　※休館日は、９月19日（水）館内整理日となります。

イベントのお知らせ



15

1

8

15

22

29

2

9

16

23
30

3

10

17

24

5

12

19

26

4

11

18

25

6

13

20

27

7

14

21

28

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

子育て広場（い）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（図）

子育て広場（図）

子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.4月生）

子育て広場（い）
１歳児育児相談（か）
（H23.9月生）

子育て広場（い）

子育て広場（い） 子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.2月生）

子育て広場（図）
こころの健康（か）

子育て広場（図）子育て広場（い）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室
（延・公）

敬老の日

子育て広場（い）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.1月生）

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.6月生）

子育て広場（図）

潮来市敬老会
（開花亭）

＋当番医

常南医院563-1101

September

のカレンダー月9 ● 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

（延・公）…延方公民館

　　　　　　水郷潮来月まつり
　　　　　　（前川あやめ園周辺）
　　　　　　　潮来市消防ポンプ操法大会
＋当番医

石毛医院562-2523

ストレッチ体操（い）

子育て広場（い）

広報いたこ 2012
８月号 Vol.137

◎今月の納税は、固定資産税の第３期分（10月１日納期日）・
　　　　　　　　　　　　 国民健康保険税の第３期分（10月１日納期日）です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

70

秋分の日

潮来市戦没者追悼式（中・公）
鹿島アントラーズ
シルバーファミリー
デイズ
＋当番医

飯島内科566-0280

小学校運動会
水郷潮来月まつり
（前川あやめ園周辺）



人口のうごき ８月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,794世帯（－ 9）15,036人14,808人 （－17）（－ 4）29,844人（－21）

「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

13日：日の出中学校　　ブラスバンド（午後７時頃）

　　　慈母学園　　　　万燈アート

14日：日の出保育園　　万燈アート

15日：潮来第二中学校　万燈アート

16日：日の出小学校　ブラスバンド（午後７時頃）

　　　日の出小学校　万燈アート

　　　日の出中学校　万燈アート

13日・14日：狂言 狂言15日：パーカッション 16日：変面

万燈芸能スペシャルシート／１公演 1,000円／当日受付のみ／先着200席

奉 納 行 事

　お問合せ　奈良薬師寺東関東別院 水雲山潮音寺　潮来市日の出４丁目７ TEL.０２９９－６６－０６２３

　　　　　　※雨天、強風などにより行事内容が変更する場合がございます。

茂山逸平師 茂山宗彦師 島田洋海師
スティーブ
エトウ氏

レナード
衛藤氏 張紹成氏

万燈芸能：１回目：午後６時３０分　 ２回目：午後８時

潮 音 寺　 万 燈 会

８月１３日から１６日
点灯 午後6時30分～10時30分

　潮来市のホームページ

いたこ
平成24年　８月９日発行

　携帯電話サイト

　市長へのたより

　メールアドレス
潮来市携帯電話
サイトへアクセス

編　集：潮来市総務部　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　茨城県潮来市辻626
　　　　　　〒311-2493
　　　　　　℡0299-63-1111

Vol.137 FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

http://www.city.itako.lg.jp

http://www.city.itako.lg.jp/mobile.php

info@city.itako.lg. jp

あやめ よしきりポプラ

潮来市メルマガ登録はこちらから

※空メールを送信して

　登録してください。

※携帯電話の場合

　別途通信料が発生します。


