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お問合せ　潮来市　農政課　TEL.６３－１１１１　内線２６４

潮来市独自の検査結果

採取日 採取地
放射性セシウム

検査機器
１３４ １３７ 計

７/31（火） 牛堀地区 検出せず 検出せず 検出せず Ge

採取日 採取地
放射性セシウム

１３４ １３７ 計

８/13（月） 全　域

検出せず（＜４.５）検出せず（＜４.３）検出せず（＜８.８）

検出せず（＜５.４）検出せず（＜５.６）検出せず（＜11.０）

検出せず（＜４.６）検出せず（＜５.１）検出せず（＜９.７）

茨城県による調査結果

※ 分析機関：株式会社つくば分析センター

※「検出せず」とは、検出下限値（５Bq／㎏）未満を示します。

※ 検査機器の種類　Ge：ゲルマニウム半導体検出器

※ 分析機関：茨城県環境放射線監視センター

※「検出せず」の後ろの（　）内の数値は検出下限値

※ 検査機器の種類　Ge：ゲルマニウム半導体検出器
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　まちの中には、さまざまな種類の「屋外広告物（※）」があります。

これらの屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可を受けることが必要です。

まちの良好な景観のために、屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

　※屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物のことで、看板、立看板、

はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されたものなどをいいます。

○屋外広告物については「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から、表示場所や大

きさなどを規制しています。

○屋外広告物は、種類ごとに許可期間が定められています。許可期間の満了後も引き続き表示するためには、

更新許可の手続が必要です。許可期間が切れた屋外広告物は、違反広告物として除却命令の対象になります

のでご注意ください。

○事業主体：潮来市

○利子補給対象者：

　　東日本大震災により「り災の判定を受けた自己居住用

住宅の補修等」のため金融機関から資金融資を受けた方

　　①全壊・大規模半壊・半壊（但し、住宅を解体し

た、もしくは解体する方は対象外）

　　②一部損壊

○利子補給期間：借入から５年間

○借入対象期間：平成23年３月11日から

　　　　　　　　平成26年３月まで

○申請期間    ：平成26年３月31日まで

○利子補給率  ：利子２％又は融資利率のいずれか低

い率に相当する額

申請先及びお問合せ先　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４６～３４７

被災住宅復興支援事業（利子補給）を創設しました

区　分
利子補給対象　

融資限度額

年間利子補給限度額

（２%）
利子補給期間

住宅復旧（補修・建設・購入） 6,400千円 １２８千円 借入金に係る利子の支払い開始

日から５年以内。ただし、無利

子期間又は利子支払い猶予期間

等がある場合には、当該期間も

含め５年以内とする。

宅地復旧 3,900千円 ７８千円

住宅復旧＋宅地復旧

（※宅地復旧工事を伴う場合）
10,300千円 ２０６千円

①利子補給金交付申請書（様式第１号）

②個人情報確認同意書（様式第２号）

③住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し

④住宅復興資金の償還表（返済予定表）の写し

⑤工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

⑥り災証明書：税務課発行

⑦納税証明書（市税に未納がないこと）：税務課発行

⑧住民票謄本：市民課発行

⑨戸籍謄本（※親族が借入した場合）：市民課発行

※⑧⑨については、②の提出があれば不要。

　ただし市内に本籍・住民票があること。

お問合せ　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４７

○申請に必要な書類：都市計画課若しくは潮来市ホームページ掲載

　潮来市では，被災者が民間金融機関等からの借入金を利用して自己居住用住宅の補修等を行う場合の負担軽

減を図る制度「被災住宅復興支援事業（利子補給）」を創設しました。地盤改良等の液状化対策工事や擁壁復旧

工事等の宅地復旧工事を実施する場合にも、対象となります。（被災者に対し利子補給をする場合に当該利子補

給の２％又は融資利率のいずれか低い率相当分を補助します。）

「被災住宅復興支援事業（利子補給）」の概要

○利子補給表：

屋外
おくがい

広告物（看板等）の表示には許可が必要です
～まちの良好な景観のために～
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「人と農地の問題」を解決するための

『潮来市　人・農地プラン』を策定しました。

　農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる

人と農地の問題を一体的に解決していく必要があります。

　市では、農業の将来に関するアンケート調査などを実施して、県内でもいち早くこの問題に取組

み「人・農地プラン」を策定をしました。　今回は一部地域のみですが、今年度中に全ての地区を

対象とします。

１　人・農地プランとは、人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」です。

　☆地域が抱える「人と農地の問題解決」のため、下記について決めました。

　　◎今後の中心となる経営体（個人、法人、集落営農）はどこか。

　　◎中心となる経営体へどうやって農地を集めるか。

　　◎中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家、自給的農家）を含めた地域農業のあり方

　　　（生産品目、経営の複合化、６次産業化）をどのようにしていくか。

２　人・農地プランには、様々なメリットがあります。

　☆人・農地プランに位置づけられると、下記の支援が受けられます。

　　◎青年就農給付金支援（45歳未満）

　　◎農地集積協力金支援（農地提供者）

　　◎スーパーＬ資金金利負担軽減措置（認定農業者）

給付要件

１　独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者への強い意志を有すること。

２　独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。

３　研修計画が下記の基準に適合していること。

　①都道府県が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人でおおむね１年以上（1,200時間以上）研修する。

　②研修終了後１年以内に就農する方。

　　※適切な研修でない場合や研修終了後に就農をしない場合は給付金返還となります。

◎青年就農給付金支援（45歳未満）

農業を始めたいと考えている皆さんを支援します。この支援は、経営開始型と準備型があります。

○青年就農給付金（経営開始型）

○青年就農給付金（準備型）

給付要件

１　独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者への強い意志を有すること。

２　独立・自営就農であること。

　　自ら主体的に農業経営を行っている状態を指し、以下の要件を満たす方です。

　①農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族（３親等内）以

外からの貸借が主である（農作業受託は含みません）。

　②主要な機械・施設を給付対象者が所有または借りている。

　③生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引している。

　④農産物等の売上げや経費などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理している。

　⑤独立・自営就農５年後には農業で生計が成り立つ実現可能な計画を作っている。

　⑥平成20年４月以降に農業経営を開始した者である。

３　給付金を除いた本人の前年の所得が250万円を超えた場合は、給付停止となります。

　　※親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合

や、親の経営に従事してから５年以内に継承する場合は、その時点から対象とします。

経営リスクを負っている新規就農者の経営が軌道に乗るまで支援します。

［給付額］150万円／年（最長５年間）

農業技術及び経営ノウハウの習得のための研修に専念する就農希望者を支援します。

［給付額］150万円／年（最長２年間）

新規就農者への支援

広報いたこ 2012
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交付対象者

１　地域の中心となる経営体へ農地集積に協力する農

地の所有者

　①土地利用型農業から経営転換する農業者

　②リタイヤする農業者

　③農地の相続人

交付要件

１　農地利用集積円滑化団体（潮来市）に、自留地

（10ａ）を除く全ての自作地を10年以上の白紙委

任をすることが必要です（利用権設定等について

は６年以上）。

２　農業者戸別所得補償制度の加入者または加入要件

を満たす見込みのあるもの。

３　遊休農地を保有していないこと（農業委員会に解

消計画書を提出し、確認後に有資格となります）。

４　市街化区域内の農地及び他市町村の農地について

は制限があります。

５　交付決定後10年間、次のことを行わないことを誓

約する。

　①農地の所有権や利用権の新たな取得をすること。

　②農作業の受託。

　③農作物の販売及び販売の委託をすること。

交付単価

１　交付要件を満たした交付対象地域内の農地の面積

に応じて、次の金額を交付します。

　①０．５ｈａ以下　　　　　　 ：３０万円／戸
　②０．５ｈａ超２．０ｈａ以下　：５０万円／戸
　③２．０ｈａ超　　　　　　　 ：７０万円／戸
　※自作地とは、交付対象者が所有権に基づき自らが

継続して耕作していた農地をいいます（耕作状況

については、確定申告等の確認がおこなわれます）。

１　借入限度額：個人　１．５億円

２　借入金利　：償還期限に応じて０．６～１．３％（平成24年３月19日現在）

３　償還期限　：25年以内（うち据え置き期間10年以内）

交付対象者

１　分散した農地の連胆化に協力する農地の所有者又

はその世帯員で、次の方

　①地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接す

る農地（自作地）の所有者

　②地域の中心となる経営体が耕作する農地に隣接す

る農地を借りて耕作していた農業者

交付要件

１　農地利用集積円滑化団体（潮来市）に、10年以上

の白紙委任をすることが必要です（利用権設定に

ついては６年以上）。

２　農業者戸別所得補償制度の加入者または加入要件

を満たす見込みのあるもの。

３　遊休農地は対象農地となりません。

４　市街化区域内の農地及び他市町村の農地について

は制限があります。

交付単価

［交付額］　５，０００円／１０ａ

※経営転換協力金及び分散錯圃解消協力金の重複交付

は出来ません。

◎農地集積協力金支援（農地提供者）

農地を出すことへの踏み切りを支援。この支援は、経営転換協力金と分散錯圃解消協力金です。

○経営転換協力金

○分
ぶん

散
さん

錯
さく

圃
ほ

解消協力金

◎スーパーＬ資金金利負担軽減措置　

○戸別所得補償制度の規模拡大加算

　農業者戸別所得補償制度の加入者が、農地利用集積円滑化事業により、面的集積するために新たに利用権

（６年以上）を取得した場合に、農地面積に応じて交付金を交付します。

［交付額］　２万円／１０ａ
　※面的集約とは、同一の農業者によって経営される２筆以上の農地がまとまりを構成しているもの。

農地の受け手に対する支援

人・農地プランに位置づけられた認定農業者が借り入れるスーパーＬ資金の当初５年間の無利子。

広報いたこ 2012
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農地集積（出し手）への支援

お問合せ
　○潮来市　農政課　TEL.63-1111　内線264
　○青年給付金準備型関係については、行方地域農業改良普及センターが窓口です。 TEL.0299-72-0256
　　※さらに詳細な情報は、関東農政局 水戸地域センターでもご案内しています。　TEL.029-221-2188
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City News Flash

City News Flash
シティーニュースフラッシュ
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　８月18日（土）、水郷北斎公園において、第34回水郷潮来花火大会

が開催され、集まったおよそ５万５千人の観客を魅了しました。昨年

は震災の影響で中止を余儀なくされた花火大会でしたが、本年は団

体・個人あわせて約400件の協賛を賜り、約3,000発の花火が水郷の夜

空を彩りました。特に前回よりも発数を増やした「水中スターマイ

ン」や「音楽とのシンクロ花火」が打ち上がると、会場からは歓声が

わきました。

第34回水郷潮来花火大会

　９月２日（日）、潮来市立中央公民館において、市民約110

名が参加し「日の出地区液状化調査事業市民説明会」を開催

しました。

　説明会では、 田市長から、東日本大震災発生からの現在

までの市の取り組み、市が実施している液状化対策事業の概

要、上下水道・道路の復旧事業の進捗状況などが報告されま

した。また、現在、調査を進めている地盤調査、地下水位観

測等の中間報告結果を踏まえ、液状化対策として「地下水低

下工法（※注）」が有効であることを説明しました。

　今後、日の出地区において最終的な大規模実験を行い、課題の抽出をいたします。その効果につい

て、学識経験者で構成される「潮来市液状化検討委員会（委員長：茨城大学名誉教授　楡井　久

氏）」において分析し、計画案を市長に答申することとなっています。

（※注）地下水低下工法…地区全体の地下水位を低下させ、液状化現象を抑制する工法。

　　　　　　　　　　　　兵庫県尼崎市などで先行事例がある。

市民説明会の資料は潮来市ホームページに掲載してあります。

　　ホームページアドレス　http://www.city.itako.lg.jp/ekijochosa

液状化調査事業市民説明会

　　　お問合せ　潮来市震災復興本部（事務局：潮来市秘書政策課政策グループ）
　　　　　　　　TEL.６３－１１１１

《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

《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

広報いたこ 2012
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City News Flash

　６月27日（水）、かすみの郷公園おいて「震災復興祈念　第３回あ

やめ杯グラウンドゴルフ大会」が開催されました。当日は400名を超

える参加者が熱戦を繰り広げ、大会をおおいに盛り上げました。大

会の結果は以下のとおりです。

震災復興祈念　第３回あやめ杯グラウンドゴルフ大会

　８月18日（土）、「日の出地区夏祭り

（日の出公民館主催）」が開催されまし

た。会場では、日の出小学校のブラスバ

ンド部による演奏や、シートベルトリア

ル体験車、模擬店など様々な催しが行わ

れ、大勢の日の出区民が祭りを楽しんで

いました。

日の出の夏祭り！

　７月31日（火）、道の駅において「震災復興祈念 あやめ杯グラ

ウンドゴルフ選抜大会」が開催されました。

　今大会は６月に行われた「第３回あやめ杯グラウンドゴルフ大

会」の上位70名およびトビ賞受賞者68名の約140名の参加のもと開催

され、潮来市高齢者クラブ連合会初の選抜大会となりました。

　当日は真夏の厳しい暑さの中の熱戦となりましたが、 田市

長、内田議長も特別にプレーされ、ホールインワンやバーディを

出すなど大会を大いに盛り上げました。大会の結果は以下のとお

りです。

震災復興祈念　あやめ杯グラウンドゴルフ選抜大会

優　勝　 根 本 　　靖 さん（水原３区）

準優勝　 小谷野 宗 男 さん（延方東）

第三位　 瀧ヶ﨑　　實 さん（二丁目）

優　勝　 浅 野 よし江 さん（小　泉）

準優勝　 瀧ヶ﨑　　学 さん（下　町）

第三位　 富 澤　敏 子 さん（古　高）

グラウンドゴルフ大会

《広　告》
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　子育て広場ってなんだろう？
　潮来保健センターで行われている子育て広場を見学しました。そこには、小さ

な子どもとお母さんが楽しそうに遊んでいました。そこは、子どもを預かる場所

ではなく、親も参加して、情報交換ができる場所であると教えてもらいました。

　子どもは生後２ヶ月ぐらいの子もいて、他に図書館でも行われています。

職場体験

　８月22日（水）～24（木）牛堀中学校の大崎みなみさんと小谷野未咲さんが

広報いたこの記者として、紙面を作成してくれました。ぜひご覧ください。

　普段は見学できない場所を特別に見せて
　いただきました！
　普段私たちが出している「燃えるゴミ(白い袋)」

は、クリーンセンターに運ばれ、ごみピットと呼ば

れる部屋に集められ、クレーンによって袋を破いた

り、乾燥させられていました。私たちも実際にごみ

クレーンを操縦させてもらいました。その後、普段

は見学の出来ない「焼却炉」の間近まで行き、実際

にゴミが燃えている様子を見せてもらったりと、と

ても貴重な体験をさせていただきました。

　クリーンセンターでは、焼却時にダイオキシンが

発生しないように850℃以上の高温で焼却したり、有

害なガスやにおいな

どを排出させないよ

うに、フィルターを

通したりするなど、

たくさんの工夫をし

ていることがわかり

ました。

　リサイクル・分別の大切さ
　クリーンセンターの中には、リサイクルセンター

という施設もあります。

　そこでは「缶・ビン・ペットボトル」の分別が行

われていました。私たちが普段緑色の袋で出すごみ

ですが、集まったごみ袋から、違反物や危険物など

も混ざっていることや、飲み残しが入っているも

の、たばこの吸い殻が入っているものなどがあるそ

うです。こういった違反物はすべて手作業で分けて

いるということで、大変なことだと思いました。

　軽く洗ってからごみを出せば、リサイクル
　できる量が増える！
　缶や瓶はもちろんですが、黄色い袋の「プラス

チック類」も、リサイクルするので軽く洗ってから

出さなければなりません。しかし、お弁当の残りや

割り箸などがそのまま入っていたりと、分別が一番

できていないそうです。私たちが家庭できちんと分

別すれば、たくさんのごみがリサイクルできます。

　「あやめ」の誕生秘話
　「あやめ」ちゃんは、みんなに愛されている潮来市のゆるキャラです。そんな「あやめ」がどうやって誕生

したか、市役所の人に教えてもらいました。もともとは、潮来市に住むデザイナーのKOZU.さんという方が

描いた絵がきっかけでした。その絵をみた市長さんが気に入り、それまで顔だけだった「あやめ」ちゃんに

体をつけて、妖精として誕生しました。

　環境課で働く職員にインタビュー！
　市役所で働くひと、中でもクリーンセンターも見

学したので、環境課の方にごみ以外の仕事について

も聞きたいと思い、荒原さんにインタビューしました。

Ｑ．どんな仕事をしていますか？

Ａ．仕事は全部で49種類あります。主に水質の浄化・

エコ・お墓・自然環境保護などを行っています。

Ｑ．一番苦労した仕事ななんですか？

Ａ．動物の死骸処理が大変です。月に１～２回程度

あります。

Ｑ．犬・猫以外に、どんな動物を扱っていますか？

Ａ．アライグマ、タヌキ、ダチョウなどを扱ったこ

ともあります。

Ｑ．ゴミの分別の講演以外にも、行っている仕事は

ありますか？

Ａ．水質の浄化などに取り組んでいます。女性団体

の皆さんを中心に、リサイクル粉石けんを月に２

回、中央公民館で作っています。

◎お忙しい中、ご協力ありがとうございました。
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水郷いたこ大使「あやめ」の原画

■クリーンセンター■

■潮来市役所■

■子育て広場■
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　８月９日（木）、潮来第一中学校と日の出中学校の生

徒で構成される合同ボート部「潮来選抜」のメンバーが

田市長を訪れ、７月20日（金）～22日（日）に岐阜県

で行われた第32回全日本中学選手権競漕大会での結果

を報告しました。大会では、男女とも総合第３位に輝

き、個別種目では下記のような好成績を収めました。

　生徒たちは、大会までを振り返り、「練習は大変なも

のだったが、同じ目標に向かい心をひとつにがんばるこ

とができました。」と満足そうに市長へ報告しました。

　 田市長は、「今後もボート競技を続けて、ぜひ茨城

国体にも出場して欲しいですね。」と激励しました。

全国大会で活躍！「潮来選抜」ボートチーム

　８月23日（木）、市スポーツ少年団ソフトテニス部の久保木菜摘さん（日の

出小・写真左）、長友美樹さん（鹿島小・写真右）が 田市長を表敬訪問し、

８月２日（木）～５日（日）に島根県で行われた全国小学生ソフトテニス選手

権大会の結果を報告しました。女子の部団体戦では第９位入賞という成績を

収めましたが、両ペアで挑んだ個人戦では２回戦敗退。「本番では、普段通り

の実力を発揮できなかったのが悔しかった。」と話した久保木さんですが、２

人とも中学校に入学してからも、部活（チーム）はばらばらになってしまう

がテニスを続けていきたいと、力強く語りました。

全国小学生ソフトテニス大会で活躍

《広　告》 《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
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○男 子 ダ ブ ル ス カ ル：今井　和夢さん（日の出中)、山本　大智さん（潮来一中）…優勝

○女子舵手付クォドルプル：宍倉　彩香さん（日の出中）、小髙　綾真さん（日の出中）、
　　　　　　　　　　　　　水貝　明音さん（日の出中）、細内　円花さん（日の出中）、
　　　　　　　　　　　　　笹原　美樹さん（日の出中）…第２位

○女 子 ダ ブ ル ス カ ル：岩本　晴奈さん（潮来一中）、大川　麗奈さん（日の出中）…第３位

○男子舵手付クォドルプル：Ａ　河合　俊亮さん（潮来一中）、齋藤　史都真さん（日の出中）、
　　　　　　　　　　　　　　　田原　祐哉さん（日の出中）、高倉　良太さん（日の出中）、
　　　　　　　　　　　　　　　室谷　昌希さん（潮来一中）…第３位
　　　　　　　　　　　　　Ｂ　神原　佑月（日の出中）、中村　涼太さん（潮来一中）、
　　　　　　　　　　　　　　　平川健太郎さん（日の出中）、田崎　智大さん（潮来一中）、
　　　　　　　　　　　　　　　若槇　雅敏さん（日の出中）…準決勝敗退

○男子シングルスカル：Ａ　石橋　駿輔さん（潮来一中）…準決勝敗退
　　　　　　　　　　　　　Ｂ　黒田　流星さん（日の出中）…準決勝敗退



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

 10月の図書館カレンダー 
 ※休館日は、10月１日（月）～

　　10月10日（水）、10月17日

　　　　　館内整理日となります。

10月13日（土）午後２時～２時30分

「手紙（てがみ）」のおはなし
図書館友の会

10月18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

10月27日（土）午後２時～２時30分

「ハロウィン特別版」
うしぼりおはなしの会

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（10月）

　10月に入り、秋も深まってきましたね。今月は紅葉特集です。紅葉ス

ポットの紹介や写真をきれいに撮るコツ、紅葉の名所などの本や雑誌な

ど、幅広く取り上げます！秋は色とりどりの美しい紅葉が楽しめる最高

の季節。ぜひ、紅葉を見に出かけて、色々な秋を感じてみてはいかがで

すか？

特集　「色あざやかな紅葉」

イベントのお知らせ

○「図書館活用講座本を長く保存！
　　本の装備をしてみよう！」

イベントのお知らせ

　夜空にはたくさんの星がまたたいています。秋の夜

長に夜空を見上げてみませんか。

　図書館にもたくさんの星や夜空のお話があります。

本の中の夜空をぜひ楽しんでください。

「星空を見上げて」児 童 特 集 （10月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

10月20日（土） 13：30～  ムーラン（アニメ） － 子ども向け

10月21日（日） 13：30～
 顔／松本清張

 ドラマスペシャル
 谷原　章介／
 原田　夏希／出演

一般向け

◎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◎
（10月）
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　普段よく使う本などを少しでも長く、キレイに保存するためにビニー

ルフィルム（図書館の本にかかっているフィルムと同じもの）で装備し

てみませんか？コツをつかめば、誰にでも簡単にできますよ。

　日　時　９月23日（日）　14：00～16：00

　場　所　市立図書館　第２集会室

　募　集　20名程度

　　　　　・一般（中学生以上）の方。

　　　　　・これから図書館ボランティアをはじめようと考えている方。

　費　用　300円／人（材料代）

　持参物　はさみ、定規（30㎝程度）、カッター、フィルムをかけたい本

２冊程度（表紙カバーのついているもの）

　申込み　事前申込み。（図書館カウンター、電話・ＦＡＸ）

　　　　　９月21日（金）までに、お申込みください。

　ハロウィンのお祭りを図書館で開催します。10月18日（木）～10月31

日（水）の間、仮装して来館したちびっ子にプレゼントを差し上げます。

また、館内のおばけ探しゲームを同時に開催します。図書館でのハロ

ウィンをぜひ楽しんでください！詳しくは館内のチラシをご覧下さい。

○「図書館でハロウィンパーティー！
　　（The Halloween party of a Library）」

・10月１日（月）～10月10日（水）の10

日間は特別館内整理（蔵書点検）の

ため休館となります。

　　図書館の本を総点検するため、

ホームページからの予約申込以外の

サービスは中止させていただきます。

・休館中に返却をご希望の方は、図書

館入口近くにブックポストを設置し

ていますので、そちらへご投函くだ

さい。（視聴覚資料、大型絵本などご

利用いただけない資料があります。）

　　なお、９月17日（月）～30日（日）

に貸出する資料は、通常よりも長く

ご利用できるよう10月11日（木）以

降の返却予定といたします。詳しく

は図書館スタッフまでお問い合わせ

下さい。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。

図書館からの

お 知 ら せ

「特別館内整理（蔵書点検）

 休館のお知らせ」
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）秋季市民スポーツ大会

＋当番医

久保医院564-6116

商い創造祭
（市営あやめ駐車場）

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（図）

子育て広場（中）
第４回潮来市こころ
の健康づくり講演会
（潮・公）

子育て広場（い）
潮来市民ゴルフ大会
（潮来カントリーク
ラブ）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H23.10月生）

子育て広場（い）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.2月生）

＋当番医

常南医院563-1101

子育て広場（図）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（延方小）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H21.7月生）

体育の日

子育て広場（中）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（潮来小）

子育て広場（中）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（日の出小）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.3月生）

子育て広場（中）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（牛堀小）
お元気会（い）

◎今月の納税は、・市県民税の第第３期分（10月31納期日）・国民健康保険税の第４期分（10月31納期日）
　　　　　　　　・介護保険料の第４期分（10月31納期日）

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》
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October

月10

子育て広場（図）子育て広場（い）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（津知小）

子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.5月生）

子育て広場（図）
二種混合

（ジフテリア・破傷風）
（大生原小）

津知・日の出・延方・
牛堀地区市民運動会
＋当番医

延方クリニック
566-1873

ストレッチ体操（い）

● 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

の
カレンダー

期　間 催し物名 展示内容 入場料 備　考

９/11（火）～ 

　９/16（日）
北英エコー会 絵画展 絵　画 無料

10時～17時

初日は13時から

最終日は16時まで

９/18（火）～

　10/７（日）

堀井英男と

　茨城県近代美術館

　　 コレクション展

絵　画

（堀井英男・

　小堀　進・

　村山　密　他）

無料
10時～17時

９/24・10/１（月）休館

ー

ー

月曜日休館

潮来市グラウンドゴ
ルフ大会（かすみの
郷公園）

商い創造祭
（市営あやめ駐車場）

潮来市青少年のつどい
（潮・公）
水郷潮来薪能

（潮音寺）

水郷まちかど

　　ギャラリー展示案内
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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。

人口のうごき ９月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,817世帯（＋23）15,042人14,799人 （＋ 6）（－ 9）29,841人（－ 3）

「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


