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一 般 会 計

平
成23年度決算がま

とまりました。震

災や景気の低迷により

厳しい状況の中、地方

交付税や国県支出金な

どの財源を活かした財

政運営を行うことがで

きました。

平成23年度

災害復旧事業

潮来小学校改築工事・市内小学校耐震補強工事事業

市民健康づくり推進事業観光・交流等イベント事業

23

23

24

10
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潮来市で平成23年度に
行った主な事業



区　　分 歳入決算額 歳出決算額

一般会計 １７４億１,３００万２,０４４円 １４３億８,７４４万９,６３０円 

国民健康保険 ３９億１,４７６万４,７８８円 ４０億３,４９６万６,９１６円 

下水道事業 ２５億２,２８７万５,５７１円 ２４億９,４８１万８,２８２円 

農業集落排水 １億７,９２０万３,０１６円 １億７,６７５万４,９３３円 

介護保険 １６億９,４８９万９,８４７円 １６億５,２３１万７,８３０円 

後期高齢者医療 １億８,３３９万８,０９０円 １億８,２０３万９,１００円 

水道事業収益 ７億９,１４９万４,９０７円 ８億７,８１０万６,１９３円 

水道事業資本 ９,８０１万２,７２２円 ２億３,７７１万９,５８７円 

工業用水道事業 １,３０９万５,４９９円 ９７８万５,０５１円 

会 計 別 決 算

地方債残高：市が行った事業の借入

残高

財政調整基金：年度間の財源の不均

衡を調整するための積立金

減債基金：公債費(返済金)の支払い

を計画的に行うための積立金

お問合せ　潮来市　人事財政課　TEL.６３－１１１１　内線２２３

「一般会計」

民生費や土木費など、市が行政を運

営するうえで基本となる会計。

「特別会計」

一般会計と異なる独立した会計で、

特定の事業を行うもの。23年度は５

つの事業が特別会計として運営され

ました。

「企業会計」

独立採算性の会計で、水道事業・工

業用水道事業があります。

　基金については、昨年同様取り崩しすることなく、増額積み立てを行いました。

　地方債残高については、年々減少しているものの、依然として多額であることから、引き続き効率的な行財

政運営を推進します。

基金及び地方債残高

3 広報いたこ 2012
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特定目的基金：特定の目的（市庁舎建設、地域振興など）の

ための積立金

自主財源：市が自主的に収入することができる財源のこと

で、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料など

依存財源：国や県から一定ルールにより収入する財源のこと

で、地方交付税、国・県支出金や市債など
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後発医薬品（ジェネリック医薬品）に関するお知らせ

潮来太郎　様

　平成24年06月に支払われた下記薬剤の自己負担相当額に関しまして、

同一成分のジェネリック医薬品に切り替えられた場合、559円程度下が

る可能性があります。

※後発医薬品に切り替えを希望する場合には、担当医師にご相談ください。

処方実績 ジェネリック医薬品に切
り替えた場合に削減でき
る自己負担額医薬品名 自己負担相当額

ベザトールSR錠200mg 1,008 559～

合　　計 1,008 559～

※１　お薬にかかった金額のみ表示しております。実際の窓口支払金額
には、技術料・管理料等の別費用が含まれております。

※２　通知書発行時点で、同一成分のジェネリック医薬品に切り替えら
れた場合の自己負担軽減額をご紹介しています。但し、ジェネ
リック医薬品は複数存在していますので、金額にも幅があります。

※３　表示されている医薬品は、対象疾病等で絞り込みを行っておりま
すので、服用中の全医薬品が表示されてはおりません。

※４　後発医薬品（ジェネリック医薬品）とは、先に開発された先発医
薬品（新薬）の特許が切れた後に、他のメーカーが同様に製造
したものです。

お問合せ　潮来市 保険年金課 TEL.0299-63-1111 内線125、127、128

（差額通知の参考例）

平成22年３月に配布した「ジェネリック医薬品希望カード」
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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

　医療機関にご予約をとられました

ら、かすみ保健福祉センターにて助成

券と予診票をお受け取りください。

　市内の医療機関で接種される場合に

は、助成券と予診票を取りにきていた

だく必要はありませんが、ご予約は必

ずおとりください。

　公費負担は２,１００円です。

　診断の結果、予

防接種ができな

かった場合、非接

種診断料の費用は

公費負担いたしま

せん。

　個人負担免除券（全額公費負担）を

発行いたしますので、市民福祉課

（TEL.６３－１１１１）までお問合せく

ださい。

　ただし、診断の結果、予防接種がで

きなかった場合、非接種診断料の費用

は公費負担いたしません。

　①満65歳以上の方

　②満60～64歳までの方で、身体障害

者手帳１級（心臓・腎臓・呼吸

器・ヒト免疫不

全ウイルスによ

る免疫機能に障

害）の方

◎公費負担対象者 ◎公費負担手続き

◎金　額 ◎生活保護者の方の手続き

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

　予防接種ができる期間は翌年３月31日（日）までとなります。【公費負担ができる期

間は翌年１月31日（木）までです。】

　事前に必ず医療機関でご予約をとってから予防接種をしてください。

１０月１日（月）から

インフルエンザ予防接種が開始されます

《広　告》

原則、道の駅いたこにて販売してい
る商品ですが、それ以外にもお客様
のご要望に幅広くお答え致します。

他にも地元の特産佃煮や漬物、お惣菜、お弁当、お菓子、花木にいたるまで数多く取り揃えてございます。

対象商品は？
旬の朝どり新鮮野菜、
お米＆当店オリジナル商品

生鮮品＆その他加工品

※宅配会員募集中！
 登録しておくと
 注文がスムーズ！
 会員№を伝えるだけでOK!
 定期的に商品パンフを
 DMでお送りします。

配送時間と曜日、エリアは？
注文は毎日受付いたしますが、月、金のみの配送になります。
お届け時間は13～16時です。ただし、潮来市内に限ります。

電話にてご住所、氏名、会員№、
ご希望商品をお知らせください。

※季節により、商品は変わります
※肉、魚、加工品、農家の漬物など

０２９９－６７－１１６１

料金は？
商品代金＋配送料５００円
２,０００円以上で無料！

電話一本！ 簡　単！ 便　利！ 楽チン！

始めました！道の駅いたこ宅配サービスおかげさまで１０周年
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　住民票の正確な記録を保持するために、住民基本台帳法第34条の規

定に基づき、１１月１日（木）から実態調査を実施します。

調査方法：

　身分証明書を携帯した職員が、表札・ポスト・聞き取り等で居住を確認します。

　調査の結果、居住実態が全く判明しない場合は、潮来市の判断により住民票の消除を行います。

　※お引越しをしたら、14日以内に住所変更の届出が必要です。お手続きは、市役所市民課まで。

○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固定資産税土地・家屋課税明細書：毎年税務

課から郵送

⑨住民票謄本：市民課発行

⑩戸籍謄本（※親族が借入した場合）：市民課発行

※⑨⑩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。

○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：

お問合せ　潮来市　市民課　TEL.６３－１１１１　内線１１５

住民実態調査を実施します

※宅地復旧工事とは、液状化被害の対応工事(地盤改良、アースドレーン工法等)、擁壁復旧工事
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　　 お問合せ

　　　犬・猫に関する相談は ………………　茨城県動物指導センター　TEL.0296-72-1200

　　　犬の登録および狂犬病予防注射は …　潮来市　環境課　TEL.63-1111　内線253

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう。
　室内飼育、室外飼育の区別なく、生後３ヶ月以上のすべての犬に「登録」と「狂犬病予

防注射」が法律で義務づけられています。

　「登録」は犬の生涯に１回です。「狂犬病予防注射」は毎年１回です。

犬はつないで、事故の防止に心掛けましょう。
　犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。

　犬は放れてしまうと、他人に恐怖心をあたえたり、咬みつき事故を起

こしたり、迷子になったり、さらには交通事故にあったりと様々な事故

の原因ともなります。必ずつないで、事故等の防止に努めてください。

　「特定犬」は、おりの中での飼育を義務づけています。

＊特定犬とは…秋田犬、土佐犬、ジャーマン・シェパード、紀州犬、ドーベルマン、グレート・デーン、

　　　　　　　セント・バーナード及びアメリカン・スタッフォードシャー・テリア

　　　　　　　または体高は60センチメートル以上、体長は70センチメートル以上の犬

小さな命、大切に。「捨て犬」「捨て猫」をなくしましょう。
　動物を捨てることは、動物愛護法に違反する行為です。

　子犬や子猫が生まれてから困るより、避妊・去勢手術をおすすめします。

環境美化につとめましょう。
　愛犬・愛猫の排泄物の始末は飼い主の義務です。公共の場所（公園、道路など）や他人

の土地、建物を汚さないようにしましょう。

身元証明で愛犬の迷子をなくしましょう。
　迷子をなくすためにも、犬には鑑札、狂犬病予防注射済票を必ず付けてください。

飼い主不明の犬・猫に餌だけ無責任に与えることはやめましょう。
　飼うなら責任を持って、他人に迷惑をかけないよう正しく飼いましょう。

今月は飼い主マナー
向上推進月間です

～立派にしつけて愛される犬・猫にしましょう。～
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　高齢者の中には、健康やお金、孤独などの不安を抱えている方も

多いと言われています。悪質業者は、これらの不安をあおり親切に

接して信用させ、年金や貯蓄などの貴重な財産を狙っています。ま

た、子や孫を心配する心につけ入り、多額の現金を窃取する振り込

め詐欺にも注意しましょう。

　潮来市消費生活センター

　　電　話：０２９９－６２－２１３８（直通）

　　受　付：月・火・木・金曜日（祝・祭日は休）

　　　　　　午前９：３０～１２：００、午後１：００～４：００

　成年後見の専門家である司法書士・社会

福祉士による、成年後見に関する無料相談

会を開催します。

日　　時　10月20日（土）

　　　　　午前10時～午後３時

相談内容　成年後見・遺言・相続　等

相談方法　面談による相談〔要予約〕

場　　所　神栖市保健福祉会館　会議室１

　　　　　（神栖市溝口1746－1）

申込締切　10月19日(金)

申込方法　下記まで電話にてお申込みくだ

さい。

申込み・問合せ

（公社）成年後見センター・リーガルサ

ポート茨城支部　TEL.029－302－3166

茨城司法書士会　TEL.029－225－0111

　地元産の採れたて新鮮野菜を使って、簡

単・手早く作れる料理をご紹介します。

テーマは「メタボ追放！」です。お気軽に

ご参加ください。

日　　時　10月27日（土） 午前９時～正午

場　　所　かすみ保健福祉センター

講　　師　食生活改善推進連絡協議会

参 加 費　500円（材料費）

定　　員　先着20名

申込締切　10月23日（火）

申込方法　電話にて下記までお申込み

　　　　　ください。

主　　催　潮来市ネットワーカー連絡

　　　　　協議会

申込み・問合せ

　潮来市総務課　TEL.63-1111　内線234

高齢者に対する悪質商法・振り込め詐欺に注意しましょう

第12回 男の料理教室に

参加しませんか？

「高齢者・障がい者のための

成年後見相談会のお知らせ」

《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

《広　告》

TEL 0299-66-6753

潮来市小泉
こいずみ

（潮来高校近くで古高
ふったか

方面への道路沿い）

指導者　大川　英世
大川 英語教室

火 水 　木

18：30～19：15 小学校　高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年（入試対策）

 20：30～21：20 高校２・３年（応用） 高校１・２年（標準）  高校２・３年（発展）

見学者歓迎 英語を教えることが大好きです！

・指導料　１ヶ月　５,０００円（入会費なし）
・中学生は、教科書中心の学習です。小学生は、オリジナル教材での学習です。
・高校生は、長文読解で英語力アップを目指します。
・高校生及び社会人は、自分に合ったコースを選んで学習できます。

曜日時間 対象
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　８月25日（土）、牛堀公民館に

おいて、潮来市介護予防講演会が

150名の参加のもと開催されまし

た。今回は講師に大谷徹奘氏（水

郷いたこ大使・薬師寺　執事）を

お招きし、「幸せの条件」をテー

マに行いました。

　お経には「幸せ」という言葉はなく、かわりに「安心」（やすらかなこころ）という言葉があり、心の安心を

邪魔するものの中で、いちばん大きいものは「人間関係」であると述べられて、時に笑いも交えながら、皆さ

ん真剣に聞き入っていました。お話の中に、「人は決して一人では生きられるものではありません。出会った方

とは、たまたまではなく“よっぽどの縁”で出会い、関係を結んでいること。人間関係とは出会いであり

「縁」である。縁が成長すると「絆」になる。」というものがあり、参加者の方からは「幸せになるために

“縁”を大切にしたい」との感想も聞かれました。

幸せの条件について考える

　９月６日（木）・７日（金）、潮来市民生委員児童委員協議会

の皆さん約30名が参加し、救命講習会が行われました。潮来消

防署の職員の指導のもと、人形を使っての胸骨圧迫・人工呼吸

を中心とした心肺蘇生法や、AED（自動体外式除細動器）の手

順などを学びました。参加した会員の方からは、「もしもの時

に備え、日頃から救命の知識や手順について正しく理解してお

くことが大切であることに改めて気づきました。」との声が聞

かれました。

大切な命　自分たちの手で

　９月14日（金）、県立潮来高等学校において、日本テレビでドラ

マ化された「高校生レストラン」の仕掛け人、岸川政之さん（三

重県多気町まちの宝創造特命監）による講演会が開催されました。

　多気町の農産物をPRしたい町と、現場でしか経験できないこと

を生徒に学ばせたいという県立相可高校の思いを岸川さんは、食

物調理科の生徒による「高校生レストラン－まごの店－」という

形でプロデュースしました。

　その後も、地元の製薬会社と協力して、農業科の高校生がハンドク

リームの開発を行い、生徒たちが考えたブランドが商品化し全国に広

まっていることなどについて話され、次々とまちづくり・町おこしに

貢献されたその実体験や苦労話などのお話を聞かせてくださいました。

　自ら行動し、何かに一生懸命がんばっている人を応援するうちに、

活動は大きくなりそれが町おこしにつながってきたと言います。

そして、生徒たちに向け、「一人一人の可能性を信じて、焦らず、自分

のやりたいことを見つけてがんばって欲しい」とエールを送りました。

　同日の夜には、「街の宝を探し出せ」と題した街元気セミナーが、

市内ホテルにて行われ、約150名が詰めかけました。

未来の大人たちへ　夢をじっくり探そう
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　９月26日（水）、鹿島

アントラーズの地域貢

献活動として、曽ヶ端

準選手と宮内龍汰選手

が延方小学校を訪問し

ました。児童たちは選

手とPK対決や、試合を

して交流し、楽しそう

にサッカーをしていま

した。

　選手は、「ホームゲームも残り少ないですが、応援に来てください」と呼びかけていました。この活

動は今後３年間でホームタウンの小学校を全て訪問することとなっています。

アントラーズ選手　小学校訪問

　９月17日（月）、卜伝の郷運動公園多目的球技

場（鹿嶋市）において、鹿行地区スポーツレクリ

エーション大会が行われました。

　グラウンドゴルフの部（参加者211名）・女子の

部では、浅野よし江さん（小泉）が優勝されました。

　カシマスポーツセンターにおいて行われた、ソ

フトバレーボールの部（参加チーム15チーム）に

おいては、潮来市「Ｂ．Ｒ．Ｓチーム」が男女混

合の部で準優勝しました。

　おめでとうございます。

鹿行地区スポーツレクリエーション大会

《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
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　９月17日（敬老の日）、多年にわたって社会に貢献された方々の長寿を祝福するため、潮来市敬老会が

開催され、市内に住む72歳以上の皆さん722人が参加されました。敬老会では、米寿を迎えられた17

名、100歳を迎えられた４名、101歳以上の３名の方々に 田市長から、それぞれ賞状や記念品が贈ら

れました。

　その後、日の出小学校の児童代表４名から、交通安全のメッセージが読み上げられ、参加者全員に

手書きのメッセージカードがプレゼントされました。

　アトラクションでは、井坂斗絲幸　社中による「津軽三味線と舞踊・民謡の大共演」と題した迫力

の演奏が披露され、そのすばらしさに会場全体から歓声がわき上がりました。

　演奏の中で、全員で「ふるさと」や「上を向いて歩こう」の替え歌など、懐かしの歌を合唱する場

面もあり、皆さんは自然と笑顔で声を合わせていました。

　秋の訪れを少しずつ感じられる敬老の日、心温まる、楽しいひとときを過ごされました。

いつまでもお元気で

市内最高齢の立野さん（104歳）

三味線と和太鼓の競演

市内最高齢の藤﨑さん（104歳）

会場が一体となったよさこいソーラン節

交通安全メッセージを読み上げる児童
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　９月22日（土）、戦没者のご遺族や関係者をお招き

して、中央公民館において戦没者追悼式が執り行わ

れました。

　先の大戦が終わりを告げてから67年の歳月が過

ぎ、戦禍に倒れ、あるいは戦後遠い異郷の地に亡く

なられた、843名の方々のご冥福を祈り、 田市長

は、「我が国が平和で豊かな今日においてこそ、やら

なければならないことは、私達は過

去を謙虚に振り返ること。戦争を知

らずに育った世代に、その悲惨さ

や、そこに幾多の尊い犠牲があった

ことを教え、多くの教訓を心に深く

刻み、次世代に正しく語り継ぎ、恒

久の平和の確立に力を尽くしていく

ことが、今を生きる私達に課せられ

た責務」と式辞を述べました。

戦没者追悼式

　９月16日（日）築地農村集落セン

ターにおいて、「築地お花の会」の皆

さんによる生け花が行われていまし

た。翌日の敬老の日に向けて、地区の

皆さんにお花を楽しんでもらおうと、

夜遅くまで準備が進められました。

　この活動は、昭和62年４月に発足し

て以来、龍生派 篠塚光波の指導の下、

11名のメンバーで25年間続けられているそうです。

　敬老の日当日は、多くの区民が訪れ、40点を超え

る作品に酔いしれました。また、メンバーによる踊

りの披露等も行われました。

　作品に使われた生花は、会員で持ち寄ったもの

や、地域の皆さんから提供されたものがほとんど

で、お花を通じて地域の交流が一層図られました。

敬老の日　お花でお祝い

水車を利用して
飾られた花 「築地お花の会」の皆さん



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

11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

11月４日（日）午後２時～２時30分

「おいも」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

11月10日（土）午後２時～２時30分

「本（ほん）」のおはなし

図書館友の会

11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

11月24日（土）午後２時～２時30分

「木（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

今月の本棚（11月）

　今月は日本酒を大特集！本や雑誌記事はもちろん、お酒に合うおつ

まみレシピ本まで幅広くご紹介します。日本酒の選び方や楽しみ方、

蔵元や銘柄まで、わかればもっと好きになる！！お酒が苦手な方でも

楽しめます。ぜひ、特集棚へ足を運んでみてくださいね。

特集　「オシャレに日本酒」

 11月の図書館カレンダー 　※休館日は、11月21日（水）館内整理日となります。

イベントのお知らせ

「ミステリーバッグ第２弾

　開催」

イベントのお知らせ

　ハッピーバースデイ！誕生日は、一年に一

度だれにでもおとずれる大切な日です。

　お祝いして、お祝いされて幸せな一日にし

たいですね。そんなときにおすすめの誕生日

のお話をあつめました。

「ハッピーバースデイ」児 童 特 集 （11月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

11月17日（土）13：30～
にじになった

さかな
－ 子ども向け

11月18日（日）13：30～ オペラの怪人
ネルソン・エディ/

スザンナ・フォスター/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◎
（11月）
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11月１日～11月15日

　ミステリーバッグ　第２弾

　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２弾の今回は中学生から高校生、大学

生向けの本を詰めた20袋用意しています。

　さらに20袋のうち４

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。

内　容　フェルト生地を使って、小さいお子さん向

け（０～３歳児）の布えほんを作成します。布えほ

んは、触ったり、見たり、感覚で楽しむ絵本です。

小さいお子さんとのコミュニケーションツールの

一つとして、活用してみてはいかがでしょうか。

日　時　11月11日（日）　13：30～15：30

対　象　中学生～一般　10名程度

　　　　（なみ縫いなどの基本的な裁縫が出来る方）

参加費　１人500円

「布えほん作り」

１１月１８日（日）

１３：３０～１５：３０（途中休憩あり）

担　当：いたこお話しの会

申込み不要、無料。たくさんのご来場お待ちしてお

ります。

「大人のための朗読会」
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子育て広場（中）

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

延方クリニック
566-1873

秋の健康フェスタ

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H23.11月生）

子育て広場（中）
乳がん検診（か）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.6月生）

子育て広場（図）
こころの健康相談

（か）

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.8月生）

ヘルスアップ教室
（延・公）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.3月生）

子育て広場（図）

勤労感謝の日

子育て広場（中）
ヘルスアップ教室

（潮・公）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

ストレッチ体操（い）
胃がん・大腸がん
検診（か）

November ● 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

文化の日

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.4月生）

◎今月の納税は、国民健康保険税の第５期分（11月30日納期日）・固定資産税の第４期分（11月30日納期日）・
　　　　　　　　下水道事業受益者負担金の第３期分（11月30日納期日）です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

月11 潮来地区市民運動会
（潮来小）

＋当番医

仲沢医院563-2003

子育て広場（中）子育て広場（図）

平成24年度防災訓練
（延方小）

＋当番医

久保医院564-6116

の
カレンダー

71
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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 10月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,820世帯 （＋ 3）15,030人14,799人 （－12）（± 0）29,829人（－12）

「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

☆投票期間　 まで

☆ゆるキャラグランプリとは…？

　全国のご当地で活躍するゆるキャラ参加し、得票数で

全国の順位が決まります。昨年は349キャラクターが参加

し、「あやめ」は茨城県で１位、全国で52位となりました。

※１つのメールアドレスにつき、投票IDを１つ登録でき

ます。携帯電話やパソコン等から投票してください。

※１日１票、投票できます。毎日クリックをお願いいたします！

※携帯電話の場合、別途通信料がかかります。

ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012　開催中

～「あやめ」へあなたの一票をお願いいたします！～

【スマートフォンの場合】

①ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012のトップページ

 （http://www.yurugp.jp/sm/index.php）から、

　　　　　●● をクリック。

②「空メールを送る」をクリックし、メール送信画面が表示

されますので、そのまま送信してください。

　※迷惑メール対策等で、メールフィルター機能をご利用の

方は、「yurugp.jp」をドメイン指定し、メールを受信でき

るようあらかじめ設定してください。

③「ゆるキャラグランプリ実行委員会」からメールが届きま

すので、記載されているURLをクリックし、パスワードを設

定してください。

④あやめのページ

 （http://www.yurugp.jp/sm/entry_detail.php?id=306）
　へアクセスし、メールアドレス（投票ID）、パス

ワードを入力し、「このキャラに投票する」をク

リックして完了です。

【ＰＣの場合】

①ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012のトップページ（http://www.yurugp.jp/index.php）から、　●●　　　　をクリック。

②メールアドレス（投票ID）、パスワード等を入力し、「確認画面へ」をクリック。

③内容を確認し、よろしければ「この内容で登録」をクリック。

④登録したメールアドレスに、「ゆるキャラグランプリ実行委員会」からメールが届きますので、記載されているURL

をクリックし、本登録を完了させてください。

⑤あやめのページ（http://www.yurugp.jp/entry_detail.php?id=306）へアクセスし、メールアドレス（投票ID）、パス

ワードを入力し、「このキャラに投票する」をクリックして完了です。

【携帯電話（フィーチャーフォン）の場合】

①携帯電話のメール作成画面を起動し、

 「regist@yurugp.jp」宛に空メールを送信してく

ださい。

　※迷惑メール対策等で、メールフィルター機能

をご利用の方は、「yurugp.jp」をドメイン指

定し、メールを受信できるようあらかじめ設

定してください。

②「ゆるキャラグランプリ実行委員会」からメー

ルが届きますので、記載されているURLをク

リックし、パスワードを設定してください。

③ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012のトップページ

 （http://www.yurugp.jp/index.php）へアクセス

し、「茨城県」＞「あやめ」をクリック。

④「このキャラに投票する」をクリッ

クして完了です。 

水郷いたこ大使・

潮来市ＰＲキャラクター

「あやめ」

ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012　開催中

～「あやめ」へあなたの一票をお願いいたします！～

11月16日（金）11月16日（金）

ゆるキャラ総選挙で

センター目指してます！

応援よろしくね！


