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 健康フェスタ開催にあたり、かすみ保健福祉セン

ターの花壇を整備しました。ご協力いただきました

芝宿・横須賀地区の高齢者クラブの皆さん、ありが

とうございました。

フェスタ開催！秋の
健康

　11月23日（金）、かすみ保健福祉センターと台上戸地区

の国神神社において秋の健康フェスタが開催され、小中学

生を含む300名以上の方々が参加しました。当日は茨城県

ウォーキング協会の三好副会長による健康講演会、台上戸

地区でのウォーキングをはじめ、いきいきヘルス健康体

操、骨密度検査、健康相談を実施しました。

　また、国神神社においては、地元の伝統芸能「上戸の獅

子舞・巫女舞」が執り行われたほか、うしぼり幼稚園の園

児によるキッズソーランも行われ華をそえました。

　各会場では、健康フェスタ恒例となっている、とん汁・

サツマイモスティック・ふかし芋・おにぎりが無料で振る

舞われ、参加した皆さんがおいしそうに、おにぎりを頬ば

る姿が印象的でした。

水郷いたこ大使

「あやめ」
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・潮来市では、これまで、復興交付金を活用して日の出地区の液

状化対策に関わる調査・検討を進めてきました。

・その結果、液状化対策工法として『地下水位低下工法』の採用

が確定しました。

・この工法では、穴のあいたパイプ（穴あき管）を地中に埋め、

そのまわりを水を通しやすい粒の大きな石（砕石）で囲んで、

地下水の通り道（「みずみち」）を作ります。

・これを道路に巡らすことによって、地下水位を低下させます。

・現場実験では「この工法により地下水が下がるか」「この工法

で懸念されている地盤の沈下影響がどのような形で生じるか」

などを確認します。
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図1.みずみちの構造

 

◆．現場実験の目的
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お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３－１１１１　内線２１２

・現場実験では地下水位の

低下量と地盤への影響を

把握するため３本の深さ

にパイプを設置。

・上の位置から順に地下水

位を下げて各高さを観測

する。

・水位の管理は、上の水位

計の水位でポンプを稼動

し､下の水位計の水位でポ

ンプを停止。

・周囲を鉄の板（矢板）で囲んだ実験場の中に「みずみち」を１本作り、これが集めた地下

水を端部に設置した「ポンプ井戸」で汲み上げます。

・実験では「汲み上げた地下水の量」と場内に設置した「水位観測井戸の水位」、「地盤高観

測杭の高さ」、「模擬家屋基礎の四隅の高さ」を毎日測定していきます。

・高さを測定する際の基準として、矢板の外側に、地下20mの深さにある固い地層に固定し

た鉄の棒（鉄筋）を地上まで突き出した「高さ基準杭」を設置します。

◇．現場実験概要図

図５．ポンプ井戸

・一般住宅の基礎部分を実物と同じ構造で作ります。

・基礎は「布基礎」と「ベタ基礎」の２種類を作ります。

・各々の基礎の上には、建物と同じ重さになる鉄板を載せ

ます。

（１階建部分：鉄板×３

枚＝500kg/m2、２階建

部分：鉄板×６枚＝

1,000kg/m2）

・また、荷重の大きな２階

建て同士が向かい合った

場合の並びも作ります。

◆．現場実験とは

◆．模擬家屋とは

布基礎/平屋のｲﾒー ｼﾞ ベタ基礎/2階建てのｲﾒー ｼﾞ



 

4広報いたこ 2012
12月号 Vol.141

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

12

※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 下記日程での手渡し ※

40～74歳の潮来市国民保険加入者 下記日程での手渡し ※

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 ☆

日　程 会　　場
開催時間帯

午前 午後

１月９日（水） 中央公民館 ○ ×

１月11日（金） かすみ保健福祉センター ○ ○

 

 

 時　間 　■午前の部　受　付：９時00分～９時30分

　　　　　　　　　　　 説明会：９時30分～10時30分

　　　　　 ■午後の部　受　付：１時00分～１時30分

 　　　　　　　　　　　説明会：１時30分～２時30分
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検診場所 潮来市かすみ保健福祉センター（潮来市島須７７７）

検 診 日 平成２５年１月２１日（月）・２２日（火）・２３日（水）の３日間

受付時間 午前９：３０～１１：３０　　午後１：００～３：００

対 象 者 潮来市在住の１９歳以上の女性

検査方法 超音波検査（素足のかかとを撮影します。）

検診料金 １,０００円

持 ち 物 検診料金、バスタオル

そ の 他 素足のかかとを撮影するので、ストッキングをはかずに、ズボンに靴下をはいて受診してください。

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

１ 骨粗しょう症とは
　骨粗しょう症は、鬆（す）が入ったように骨の中がスカスカの状態になり、骨

がもろくなる病気です。骨がスカスカになると、わずかな衝撃でも骨折をしやす

くなります。

　骨粗しょう症は、がんや脳卒中、心筋梗塞のようにそれ自体が生命をおびやか

す病気ではありませんが、骨粗しょう症による骨折から、要介護状態になる人は

少なくありません。

２ 食　事
　骨の材料となるカルシウム、骨代謝を盛んにするビタミンＤ、骨の形成を促す

ビタミンＫを十分に摂り、また食事全体の栄養バランスやカロリー量にも配慮し

ましょう。

　高齢になると、食の好みが変わったり、小食になったりしてタンパク質の摂取

量が不足する傾向がありますが、タンパク質も骨の材料となり骨を丈夫にします

ので意識して摂取しましょう。

３ 運　動
　運動不足は骨密度を低下させる原因になります。骨密度低下を防止し増加させ

る運動は、ウォーキング、ジョギング、エアロビクスなどです。

　また特別なことをしなくても、エレベーターやエスカレーターを使わずに階段

の上り下りをする、適度に太陽光を浴びながら散歩を楽しむといったことでも十

分に効果があります。

４ 骨粗しょう症は
　 骨の生活習慣病です
　食事や運動、嗜好品など、長年の生活習慣も影響して生じる骨粗しょう症は、

骨の生活習慣病とも言われています。

　偏った食事や運動不足は骨密度を低下させ、過度の飲酒や喫煙は骨折の危険因

子となります。できるだけ早い時期からよい生活習慣を取り入れ、骨粗しょう症

検診を受けましょう。

　本年度は、検診の申込の必要はありません。
　検診期間内で都合のよい日（受付時間厳守）にお越しください。

　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。

平成24年度 骨粗しょう症検診のお知らせ
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１日

２日

３日

６日

13日

14日

20日

27日

飯 島 内 科

久 保 医 院

延方クリニック

飯 島 内 科

石 毛 医 院

常 南 医 院

船 坂 医 院

久 保 医 院

1 月
３日

10日

11日

17日

24日

延方クリニック

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

2 月

３日

10日

17日

20日

24日

31日

石 毛 医 院

延方クリニック

久 保 医 院

常 南 医 院

船 坂 医 院

延方クリニック

3 月

７日

14日

21日

28日

29日

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

石 毛 医 院

飯 島 内 科

4 月

３日

４日

５日

６日

12日

19日

26日

久 保 医 院

常 南 医 院

船 坂 医 院

延方クリニック

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

5 月
２日

９日

16日

23日

30日

飯 島 内 科

石 毛 医 院

久 保 医 院

牛 堀 整 形 外 科

船 坂 医 院

6 月

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

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

■ 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。

潮来市　日曜・祝祭日

急患 取扱い当番医表 保存版
平成25年１月～平成25年６月

●診療時間●　午前９時～午後４時まで
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1 麻生カントリークラブ　様

2 潮来市高齢者クラブ連合会　様

3 潮来市指定管工事組合　様

4 潮来市商工会　様

5 潮来市職員互助会　様

6 潮来市地域女性団体連絡協議会　様

7 潮来自動車販売㈱　様

8 潮来市文化協会　様

9 潮来ファミリークレジット　様

10 ㈱潮来マリーナ　様

11 イタコモータースポーツ　様

12 茨城県行政書士会　様

13 茨城県自治会連合会　様

14 岩本　昌憲　様

15 ㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー　様

16 果樹　様

17 カスヤイクヨ　様

18 川尾区　様

19 こやの装飾　様

20 サカマキユウイチ　様

21 佐原信用金庫　潮来支店　様

22 サントックス、ダイコー、昭和フィルムチャリティ８　様

23 士十會　様

24 シダックス㈱　様

25 室内楽チャリティコンサート実行委員会　様

26 常陽銀行　様

27 真宗大谷派東京教務所　様

28 甚兵衛寿司　様

29 水郷建設㈱　様

30 水郷マスターズ野球倶楽部　様

1 愛友酒造㈱　様

2 （社）潮来青年会議所　様

3 （社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会　様

4 ＮＢＣ日本バスクラブ　チャプター茨城　様

5 ショッピングプラザ　ラ・ラ・ルー　様

6 聖空会　拳友会　様

7 ホテル日航成田　様

8 ＮＰＯ法人　水辺基盤協会　様

9 ㈱モンテローザ　様

31 ＮＰＯ法人　水美研　様

32 住友金属研究所労働組合　様

33 ㈱セイミヤ　様

34 セントラルレコード川島有紀チャリティミニコンサート　様

35 ＷＢＳ選手会　様

36 チャイニーズレストランぴあ　様

37 チャリティーアコースティックコンサート　様

38 筑波銀行　様

39 津知地区市民一同（津知地域女性団体）　様

40 土浦友の会　様

41 ㈲トータルホーム関東　様

42 中日本建設コンサルタント㈱　様

43 日軽建材工業労働組合　様

44 日本バプテスト同盟　潮来教会　様

45 日本郵政募金会　様

46 日の出平成会　様

47 ヒラバヤシマサユキ　様

48 平本企業㈱　様

49 藤究流　様

50 ブルーノーツオーケストラ　様

51 ㈱ブリッジタウン　様

52 法政大学　モーターボート　水上スキークラブＯＢ会　様

53 まちづくり学校実行委員会　様

54 松田建設　潮来営業所　様

55 丸栄コンクリート工業㈱　様

56 ミュージックプラン　リバーチェ　様

57 山川豊チャリティー歌謡ショー　様

58 吉原　朝馬　様

59 和歌山県西牟婁郡上富田町　様

60 渡辺パイプ㈱　様

■平成24年度

■平成23年度

義援金・寄付金合計　359件　93,344,569円

東日本大震災で被災した潮来市へ、多くの方々が義援金や寄付金をくださいました。

本当にありがとうございました。

ここでは、義援金および寄付金をいただいた方々のご紹介と合計金額および件数のご報告をします。

義援金及び寄付金ありがとうございました
（平成24年11月14日現在）
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被災者生活再建支援制度の

　　 基礎支援金の申請はお済ですか
　基礎支援金の申請期限は、平成25年４月10日までです。なお、生活の拠点としている住家（母屋等）が

大規模半壊又は半壊の方でやむを得ず解体する方は、解体終了後、市役所の確認を受けて平成25年４月10

日までに申請する必要がありますのでご注意ください。また、半壊での解体は、事前確認も行っておりま

すので、ご連絡ください。

　◎支援金の申請・支給額
　　支援金の支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。

　※世帯人数が１人の場合は、４分の３の金額になります。

■住宅の被害に応じて支給する支援金（基礎支援金）

　　 支  援  額 　　全壊100万円、大規模半壊50万円

　　 申 請 期 限  　 平成25年４月10日（震災から25ヶ月以内）まで

　　 必要なもの 　　り災証明書（原本）、住民票（謄本）、預金通帳の写し（世帯主名義のもの）、印鑑

　■住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

　　 支  援  額 　　建設・購入200万円、補修100万円、賃借（公営住宅を除く）50万円

　　 申 請 期 限 　　平成26年４月10日（震災から37ヶ月以内）まで

　　 必要なもの 　　契約書の写し（住宅の建設・購入、補修、賃借に応じたもの）

　■支援金の支給

　　支給は、申請してから口座振込まで２ヶ月程度かかります。

　◎支援金の支給対象世帯
　・申請できる方は、被災した住宅で主として生活をしていた世帯が対象となります。生活をしていな

かった住宅は対象となりません。

　・住宅が「全壊」又は「大規模半壊」と判定された世帯。

　　　※アパート・借家に居住する世帯も対象となります。

　・住宅が「大規模半壊」又は「半壊」の場合で、そのままにしておくと非常に危険であるなどの理由に

より、やむをえず住宅を解体した場合には「全壊」と同じ額が支給されます。

　・敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により住宅の解体に至った場合は「全壊」と同じ額が支給され

ます。（一部損壊も可能）

　　【必要な物】　「敷地の修復工事の契約書」、「被害が分かる写真」

　※解体する場合は、市の職員が家を確認に伺いますので、解体前に必ずご連絡ください。

　　（敷地被害で解体する場合も、事前に必ずご連絡ください。）

　※大規模半壊又は半壊の方で解体をした場合は、支援制度上「全壊」の扱いになりますが、り災証明書

が「全壊」に変更されることではありません。義援金も大規模半壊又は半壊の額の支給となります。

　◎その他
　■茨城県災害見舞金を申請された後に、家を解体した方

　　　茨城県災害見舞金と被災者生活再建支援制度の支援金は両方とも支給することはできません。見舞

金を受給されてから、解体等により支援制度を申請した方は、見舞金３万円を返金していただくこと

となります。

お問合せ・申請場所　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３９０

被災者生活再建支援制度の

　　 基礎支援金の申請はお済ですか
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災害援護資金の貸付
　災害により負傷又は、家財の損害を受けた方に対して、

生活再建に必要な資金を貸し付けます。

世帯主の１ヶ月以上の負傷 世帯主の負傷なし

世帯主の負傷の状況 １５０万円 ―

家財の損害３分の１以上 ２５０万円 １５０万円

住居が半壊 ２７０万円 １７０万円

住居が全壊 ３５０万円 ２５０万円

住居の滅失・流失 ― ３５０万円

■貸付限度額

※世帯主の負傷は、災害によるものであること。

世帯人数 市民税におけるＨ21年の総所得額（世帯全員）

１人 ２２０万円

２人 ４３０万円

３人 ６２０万円

４人 ７３０万円

５人以上 ７３０万＋１人増すごとに３０万円を加算した額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合　　１,２７０万円

■所得制限（下記総所得未満の世帯は申請可）

■貸付利率　保証人を立てた場合　 … 無利子

　　　　　　　保証人を立てない場合 … 年１.５％（据置期間中は無利子）

■償還期間　13年以内（据置期間を含む）

■据置期間　６年以内（特別の場合８年）

■償還方法　年賦又は半年賦

■連帯保証人　連帯保証人は次の要件を満たす必要があります。

　　　　　　　①能力者であること（連帯して責任を負える者）

　　　　　　　②弁済の資力を有する人

　　　　　　　③借受人と同一世帯の者ではないこと

　　　　　　　④災害援護資金の借受人ではないこと

　　　　　　　⑤市内在住であること

　　　　　　　（市内にいない場合は近隣の市町村在住の方でも可）

■提出書類　①災害援護資金借入申込書（市民福祉課にて配布）

　　　　　　　②り災証明書

　　　　　　　③世帯のＨ21年の所得に関する証明書　　

　　　　　　　④診断書（世帯主の負傷がある場合のみ）

お問合せ・申請場所　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３９０

災害援護資金の貸付
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　　　　　　お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３－１１１１　内線１３２・１３３

　　　　　　　　　　　潮来税務署　　　TEL.６６－７５１０

　東日本大震災により、住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税・住民税を軽減することがで

きる場合があります。

　このため、次の日程で個別に確定申告前に事前相談会を実施いたしますので、ご利用ください。

○日　時　平成25年1月8日（火）～1月9日（水）

○場　所　かすみ保健福祉センター

○必要な書類等

　雑損控除（震災により受けた損害を控除）を受けられる方は、次の書類をご用意ください。

 ア 平成23年分又は22年分で雑損控除の申告をされた方で、
　　追加の修繕や取り壊しをされた方

① 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用及び修繕費用などの領収書・請求明細書等

② 損害額の計算書・確定申告書（平成23年・22年分）等控え

③ 被害を受けたことによる保険金等の金額が分かるもの

 イ 平成23年分又は22年分で雑損控除の申告をしていない方

① 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

② 被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かるもの

③ 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用及び修繕費用などの分かるもの

④ 被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの

⑤ 市から「り災証明書」の交付を受けている場合には、証明書（写しでも可）

⑥ 還付金を受ける場合の振込先金融機関名、支店名及び口座番号の分かるもの

⑦ 平成23年分源泉徴収票や保険料控除証明書などの確定申告で添付する書類

⑧ 平成23年分確定申告をされた方はその控え

⑨ 印鑑（朱肉を使うもの）

※上記の書類がない場合は、ご相談ください。　

　（注）雑損控除額は、被害を受けた住宅等の損失額です。修繕費用では、ありませんので、修理がす

んでいない場合や修理をしない場合でも計算できます。

　確定申告時は、震災の関係で昨年同様、例年以上の混雑が予想されますので、今回の個別相

談会を是非ご利用いただけますようお願いいたします。

■税務課からのお知らせ■

東日本大震災により被害を受けられた皆様へ

確定申告事前相談会を開催します

受付時間 午前9時～11時

　　　　 午後1時～ 3時

《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市民の皆さまに朗報！
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○震災により、自己所有の住宅に半壊の被害を受けた。

　住宅の取得費　2,500万円　　取得年月　平成13年３月新築　　床面積　150㎡

　住宅の修繕費　　200万円　　地震保険金　300万円

　平成23年中の給与所得　300万円　　社会保険料等控除合計　116万円　　　源泉徴収税額　92,000円

　平成24年中の給与所得　320万円　　社会保険料等控除合計　125万円　　　源泉徴収税額　97,500円

１ 住宅の損害額　（25,000,000円 － 6,975,000円）× 　50%　　＝　9,012,500円

 　　　　　　　　（　取得費　　 － 減価償却費 ）× 被害割合 ＝　住宅の損害額

 　　　　　　　　 ※住宅の修繕費は、損害額を超えないので損害額に含まれることとなる。

２ 雑損控除額　　　9,012,500円　－　3,000,000円　－　300,000円　＝　5,712,500円

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　地震保険金　　　所得の10％　平成23年分雑損控除額　

 　　　　　　　　＊翌年以降に繰り越す雑損控除額（特定雑損失）

 　　　　　　　　　5,712,500円　－　3,000,000円　＝　2,712,500円

 　　　　　　　 　　雑損控除額　　　平成23年所得　　平成24年へ繰越し

３ 所得税額　　　平成23年分　源泉徴収税額　92,000円還付　

 　　　　　　　　平成24年分　3,200,000円　 － 　2,712,500円　 － 　1,250,000円　⇒　課税所得0円

 　　　　　　　　　　　　　（平成24年所得） （繰越された損失額）（社会保険料等控除）

 　　　　　　　　　　　　　　源泉徴収税額　97,500円還付

４ 住 民 税　　　平成24年度（平成23年分所得）　　約194,000円軽減　

 　　　　　　　　平成25年度（平成24年分所得）　　約205,000円軽減

○自己所有の住宅の屋根瓦の一部が被害を受けただけだが、平成24年に全部ふき替えた。

　修繕費用　170万円　 保険金　0円　 平成24年中の給与所得　320万円　 社会保険料等控除合計　125万円

　源泉徴収税額　97,500円

１ 雑損控除額　　　　　1,700,000円 × 0.3 － 50,000円 ＝ 460,000円

 　　　　　　　　　　　※原状回復費のみの金額が積算できない場合は、修繕費用の３割が原状回復費と

 　　　　　　　　　　　　なります。

２ 平成24年分所得税額　（3,200,000円 － 460,000円 － 1,250,000円）× 5％　＝　74,500円

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税率　 　平成24年所得税額

 　　　　　　　　　　　　97,500円　－　74,500円　＝　23,000円　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000円還付

３ 平成25年度住民税　　約46,000円軽減

※上記の事例以外に、平成23年と平成24年に渡って修理した場合や、液状化の被害によるジャッキアップ

工事費等、雑損控除額の計算は複雑なため、是非１月の個別相談会をご利用ください。

 
 

雑損控除の計算例

《広　告》

潮来市潮来１０７－７（駅より車で３分）
電話　０２９９－６２－２９８３

苦手な教科を、やさしく指導
暖かな心の絆で、楽しい学校生活を

高等専修学校 羽成ファッションスクール

生徒募集 受付中

あなたに高校卒業資格を！

《広　告》
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お問合せ　潮来市　市民課　TEL.６３－１１１１　内線１１４

　毎日の暮らしの中で起こるさまざまな問題を解決するための相談です。

いじめなどの差別問題、家庭内の問題、金銭貸借、借地借家、近隣間のもめ

ごと等について人権擁護委員が相談に応じます。（秘密厳守・相談無料）

 日　時　１２月２０日（木）午前１０時～午後３時　※１２時～１時除く

 場　所　津知公民館

 相談担当者　人権擁護委員

 申込み　不　要

 主　催　鹿嶋人権擁護委員協議会・水戸地方法務局鹿嶋支局

お問合せ　潮来市　保険年金課　TEL.６３－１１１１　内線１２３・１２４

特設人権相談所を開設します

介護をする人にやさしい社会へ

お問合せ　潮来市　市民課　TEL.６３－１１１１　内線１１２～１１５

こんなときに
・介護していることを周囲にさりげなく知ってもらいたいとき

・駅やサービスエリアなどのトイレで付き添うとき

・男性介護者が女性用下着を購入するとき

 障害のある方を介護する方も「介護マーク」をご活用ください。

 配布場所 

 ・保険年金課

 ・市民福祉課

 ・地域包括支援センター（辻765）

　（潮来市社会福祉協議会内）

外出先でこのマークを見かけたら

温かい目で見守ってください。

市役所本庁に設置してあります「自動交付機」は、下記の期間休止となります。

ご利用される市民の皆様にはご不便をおかけしますがご理解のほどお願いいたします。

＜休止期間＞　12月29日（土）～平成25年1月3日（木）

　※１２月２８日（金）の利用時間は、午前８時３０分から午後４時１５分までと

なります。

　※閉庁時間（５時１５分）までは窓口で交付いたします。市民カードと暗証番号

が必要となります。

　認知症患者の介護は、他の人から見ると介護をしているこ

とが分かりにくいため、誤解や偏見を持たれて困るケースが

あります。

　介護する方が、介護中であることを周囲に理解していただ

くために、「介護マーク」をご活用ください。

自動交付機 年末年始休止のお知らせ

特設人権相談所を開設します

介護マークを配布しています介護マークを配布しています
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（社）茨城県母子寡婦福祉連合会より、ひとり親家庭（母子家庭、父子家庭）の

お子さんに入学祝品（学用品）を贈呈します。該当児童のいらっしゃるひとり

親家庭で入学祝品を希望される保護者の方は、下記までお申込みください。

申込期限　平成25年１月31日（木）

申 込 先　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３９１

問合せ先　茨城県母子寡婦福祉連合会　TEL.０２９－２２１－７５０５　長島

平成25年度小学校新入学生へ
入学祝品を贈呈します

●ネットワーカーと市町村の連携を深め、大好きいばらき県民運動の地域への浸透を図るため、大好き

いばらきネットワーカー鹿行ブロック活動推進大会を開催します。

　日　　時　平成２５年１月１９日（土）（受付９：２０～）

　会　　場　神栖市中央公民館　小ホール

　開催内容　①アトラクション「ささら舞」  ９：４０～　９：５５

　　　　　　②活動紹介　　　　　　　　　１０：１０～１０：４０

　　　　　　③基調講演　　　　　　　　　１０：４０～１２：００

　　　　　　④県民の歌斉唱　　　　　　　１２：００

　　　　　　⑤抽選会　　　　　　　　　　１２：０５（神栖市の記念品プレゼント）

 講演内容 
　東日本大震災により生まれた、ご近所同士の絆をさらに深めるためにはどうすれば良いか。鹿行地域

で活動する３市（潮来、鹿嶋、神栖）のネットワーカー連絡協議会の活動紹介を踏まえ、茨城大学の長

谷川幸介准教授が地域の絆についてお話しします。

　講　　師　長谷川幸介 准教授（茨城大学生涯学習教育研究センター）

　参 加 費　無　料

　定　　員　１００名程度

福祉・人づくり

　・大好き　いばらき　作文コンクール

　・「ふれあい交流イベント」の開催

生活環境づくり

　・大好き　いばらき　花いっぱい運動の推進

　・交通安全県民運動の推進

茨城の風土づくり

　・ふるさと自慢大会の開催

　・あいさつ・声かけ運動の実施

　・大好き　いばらき　週間の開催

「ネットワーカー」とは…大好きいばらき県民運動の地域推進員です。

　　　　　　　　　　　　県内すべての市町村で約１,４００人の方々が活動しています。

「大好きいばらき県民運動」とは…各地域で行われている青少年育成・福祉・生活環境など、さまざ

まな分野での活動を、県民や団体、企業、行政が手をつないで支

えあい、やさしさとふれあいのある茨城を創っていく運動です。

　 お問合せ　大好きいばらきネットワーカー鹿行ブロック活動推進大会
　　　　　　 実行委員会事務局（神栖市役所市民協働課内）　TEL.0299-90-1178

平成24年
度 大好きいばらきネットワーカー

鹿行ブロック活動推進大会
「さらに地域の絆を深めよう」 ～手をとりあって三世代交流～

大好きいばらきネットワーカー
鹿行ブロック活動推進大会

平成25年度小学校新入学生へ
入学祝品を贈呈します
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　クリーンセンターへの自己搬入は12月29日（土）の

午後４時までとなります。

　29日は年末の最終日のため、大変混み合い、搬入か

ら精算までに時間がかかりますので、早めの搬入をお

願いします。

お問合せ 潮来クリーンセンター TEL.64-5311
　　 施設管理センター TEL.64-5050

　12月29日（土）から１月３日（木）までご

みの収集はいたしませんので、集積所には出

さないようお願いします。

　なお、年始は１月４日（金）から平常どお

り収集・受入業務を行います。

　お問合せ 潮来市 環境課
　　　　　 TEL.63-1111 内線251～253

年末年始のごみの収集等について

クリーンセンターへのごみの直接搬入 ごみの収集について

　10月29日（月）、新嘗祭献穀献納式が皇居で行われ、茨城県を代表

して「潮来あやめちゃん」を献納いたしました。「潮来あやめちゃ

ん」は、平成19年10月から学校給食米として使用しております。米ど

ころ「潮来」の恵みをたっぷり吸収し、生産者の方々がこころを込め

て作ったお米（コシヒカリ）です。

　お米は、体を動かすエネルギー源となる炭水化物を含んでいます。「潮

来あやめちゃん」の色や香りなど新米のおいしさを味わってください。

市内の小中学生は、天皇陛下

に食べていただいた「潮来あ

やめちゃん」と同じお米を食

べています。

お問合せ　潮来市立学校給食センター　TEL.６３－０２２１

おいしくいただきました♪

天皇陛下に献納

「潮来あやめちゃん」

天皇陛下に「潮来あやめちゃん」を

献納しました（10月29日皇居にて）

天皇陛下に献納

「潮来あやめちゃん」

学校給食米

新校舎で水郷いたこ大使「あやめ」と

新米を食べる潮来小学校の１年生

《広　告》
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 11月４日（日）潮来市立日の出中学校屋内運動場において、第36回行方地区剣道祭が開催されました。潮来市

の結果は下記のとおりです。

第36回行方地区剣道祭大会結果

氏    名　・　所　属

小学生

団体戦
優　勝 牛堀少年剣道愛好会

三　位 延方スポーツ少年団

個人戦
準優勝 目黒　将貴（牛堀少年剣道愛好会）

三　位 溝渕　　亮（日の出剣友会）

中学生

男　子

団体戦

準優勝 延方スポーツ少年団

三　位 牛堀中学校

男　子

個人戦

優　勝 水貝　海斗（牛堀中学校）

準優勝 前田　諒介（潮来第二中学校）

三　位 本田　直也（牛堀中学校）

女子団体戦 優　勝 潮来第二中学校

女　子

個人戦

準優勝 大友　　遥（潮来第二中学校）

三　位 鬼澤　実佳（潮来第二中学校）

三　位 谷田川千尋（延方スポーツ少年団）

一　般

五段以下個人戦 三　位 大塚　　司

六・七段

個人戦

優　勝 吉川　増夫

準優勝 戸田　健児

City News Flash

　潮来市体育協会剣道部では少年・少女の剣士を募集

しています。関心のある方は、ぜひ一度見学においで

ください。

　なお、一般の方についても、随時募集しています。

○延方スポーツ少年団

　練 習 日　毎週水・金曜日　午後７時～８時30分

　練習場所　潮来第二中学校　剣道場

　問合せ先　酒井　和哉

　　　　　　TEL.０９０－８０３９－３２８９

○日の出少年剣友会

　練 習 日　毎週土曜日　　午後７時～９時

　練習場所　日の出中学校　武道場

　問合せ先　額賀　守

　　　　　　TEL.６６－３０００

　　　　　　TEL.０９０－４４２０－０７４３

○牛堀少年剣道愛好会

　練 習 日　毎週月・水曜日　午後７時～８時30分

　　　　　　毎週金曜日　　　午後７時～８時

　練習場所　旧八代小学校　体育館

　問合せ先　吉川　増夫

　　　　　　TEL.０９０－４７０４－３５５３

少年・少女剣士募集

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

《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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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　11月８日（木）、茨城県少年指導委員研修会において、潮来市の兒玉雅惠

氏（行方地区少年指導委員連絡会　会長）が、全国少年補導功労者栄誉銀

章を受章されました。兒玉氏は、昭和59年から、少年指導委員として地域

の少年の非行防止や健全育成のための活動に尽力され、平成23年度からは

行方地区少年指導委員連絡会会長に就任されました。今回の受章は、この

多年にわたる功績が認められたものです。おめでとうございます。

受章おめでとうございます

平成24年度秋季市民スポーツ大会結果

　11月29日（木）～30日（金）長崎県立総合体育館において、第53回全国ス

ポーツ推進委員研究協議会が開催されました。この大会で小林俊夫さん（日の

出）が30年勤続スポーツ推進委員表彰を受けられました。

　小林さんは昭和56年４月１日から、潮来市スポーツ推進委員をされており今

後もご活躍が期待されます。

受賞おめでとうございます

ソフトボール
優　勝 ７パワーズ
準優勝 後明クラブ
第３位 添田クラブ
第３位 ネオヤンキース

軟式野球
優　勝 紀元前
準優勝 ワイルドギース
第３位 ドリームエンジェルス
第３位 ＣＷニコル部

ソフトバレーボール
優　勝 Ｂ・Ｒ・Ｓ－Ｃ
準優勝 Ｂ・Ｒ・Ｓ－Ａ
第３位 ＳＡＩＮＴＳ

テニス（男子）
優　勝 鈴木（三）・大橋（和）
準優勝 西岡　　・佐藤
第３位 大橋（由）・門脇

テニス（女子）
優　勝 大橋（栄）・門脇（泉）
準優勝 鈴木　　・比佐

バレーボール（９人制）
優　勝 潮来カンガルー
準優勝 ＮＡＬＵ
第３位 潮来パワーズ

バドミントン（男子ダブルス）
優　勝 笹本・額賀
準優勝  谷 ・高根
第３位 鈴木・大橋

バドミントン（女子ダブルス）
優　勝 横山　　・小堤
準優勝 内野（久）・市川
第３位 西竹　　・戸枝

バドミントン（ミックスダブルス）
優　勝 齋藤・根本
準優勝 鈴木・西竹
第３位 額賀・小沢

インディアカ
優　勝 ノアＡ
準優勝 ウィングス
第３位 ノアＢ

男子の部
優　勝 ブラックパール
準優勝 牛堀クラブ
第３位 チームＳＡＲＵＴＡ

女子の部
優　勝 ブラックパール
準優勝 ゲットオーバー

中学男子の部（シングル）
優　勝 岩井　皓祐
準優勝 小松崎竣也
第３位 香取　直哉
第３位 浜崎　裕也

卓　球
一般男子の部（シングル）
優　勝 菅原　大輔
準優勝 矢部　　孝
第３位 伊藤　　友
第３位 浅野　　秀

一般女子の部（シングル）
優　勝 柿崎美千代
準優勝 松田　春代
第３位 永山　愛海
第３位 関　　千尋

一般混合の部（ダブルス）
優　勝 木村・鈴木
準優勝 桜井・下村
第３位 江平・根本
第３位 外山・内野

小学校低学年の部
優　勝 酒井ななみ
準優勝 茂木　碧泉
第３位 酒井　柚樹
第３位 黒須美沙季

小学校高学年の部
優　勝 目黒　将貴
準優勝 溝渕　　亮
第３位 中村　友輝
第３位 大川　一真

中学生男子の部
優　勝 水貝　海斗
準優勝 前田　諒介
第３位 伊藤　陸玖
第３位 奈良嵜柊希

中学生女子の部
優　勝 高須　柚季
準優勝 大友　　遥
第３位 今泉　　遥
第３位 大川　未矩

一般の部
東軍

高校男子の部
射詰の部優勝 根本　幸輝
射込の部優勝 根本　幸輝
準優勝 磯山　聖太
第３位 鈴木　優太

高校女子の部
射詰の部優勝 高塚可奈子
射込の部優勝 園部　仁美
準優勝 高塚可奈子
第３位 飯田　美空

一般の部
射詰の部優勝 根本　昌幸
射込の部優勝 金子　智裕
準優勝 根本　昌幸
第３位 武田美代子

中学女子の部
優　勝 高須・清水
準優勝 伊藤・門岡
第３位 高梨・久保
第３位 橋本・門崎

一般男子の部
優　勝 香取・石山
準優勝 黒田・根本
第３位 松本・須之内
第３位 佐藤・谷田川

一般女子の部
優　勝 笹木　・浅野
準優勝 久保木・方喰
第３位 谷島　・島村
第３位 古城　・黒澤

小学生上級の部
優　勝 飯島　・長友
準優勝 大塚　・藤井
第３位 久保木・草野

小学生中級の部
優　勝 永山・長野
準優勝 草野・大森　
第３位 塚田・門岡

小学生友好の部
優　勝 横田・関澤
準優勝 柳澤・寺内
第３位 石津・松瀬

小学生友好の部
優　勝 池田・熊高
準優勝 門岡・松瀬
第３位 高田・高橋

弓　道

ソフトテニス

バスケットボール

剣　道

期　日　10月８日（日）～11月18日（日）

場　所　かすみの郷公園他

《広　告》
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　11月６日（火）、現在建築中の潮来小学校Ⅱ期校舎の

見学会が行われ、５・６年生児童、保護者・市議・区

長・学校関係者の方々が参加しました。まずは、７月に

完成したⅠ期校舎において、校舎設計・デザインを担当

された東京大学助教の蒲池健氏より、木造校舎の構造や

その役割等についてわかりやすく説明がありました。そ

の後、実際に建築工事中のⅡ期校舎内部に入り、直接骨

組みを見ながら、詳しい説明を受けました。この校舎

は、平成25年２月完成予定となっています。

潮来小学校　Ⅱ期校舎　木構造見学会

City News Flash

　11月３日（土）・４日（日）、公益

社団法人日本おもと協会水郷支部に

よるおもとの名作展が開催されまし

た。おもと（万年青）とは、常緑の

観葉植物で、歴史は古く江戸時代よ

り育まれた日本の伝統園芸として、

現在に受け継がれています。展示さ

れた約300点の名品に、訪れた方々は

うっとりと酔いしれました。

第24回水郷おもと名作展

　11月13日（火）、かすみの郷運動公園において「第10回連合会

長杯グラウンドゴルフ大会」（主催：潮来市高齢者クラブ連合会/

団体戦）が開催され、360名（120チーム）の参加者が日頃の成果

を競い合いました。今回は年に一回の団体戦で、個人戦とは違っ

た趣の大会となりました。ホールインワンも151回（121名）達成

されるなど、普段の大会以上にハイレベルな戦いが繰り広げられ

ました。大会の結果は次のとおりです。

 優　勝 【古高長寿会】　粉名内みち、富澤　敏子、草野　和子　　

 準優勝 【江寺江楽会】　仲澤　春司、前野　武雄、前野　時雄

 第三位 【二丁目燦寿会】高安　　実、蜷川　　斉、榊原　賢次

第10回連合会長杯グラウンドゴルフ大会

《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　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

古高長寿会の皆さん
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより
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１月６日（日）午後２時～３時

大判かるた大会／おはなし会

図書館のおにいさん、おねえさん

１月12日（土）午後２時～２時30分

「干支（へび）」のおはなし

図書館友の会

１月17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

１月26日（土）午後２時～３時

「犬（いぬ）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（１月）

今月はあったか特集です！寒い冬は、体も心もほっこりしたいもの。

手芸関係や冬のエコ対策まで幅広く取り上げます。鍋やスープなど、

体が温まるレシピも大特集！ぜひ、あったか特集の本棚へ。気持ちま

であたたかい冬をお過ごしください。

特集　「あったか特集☆」

　絵の中にかくれているアイテムを探しながらお話しを楽

しむ「探し絵」絵本は子どもたちに大人気です。大人でも

見つけにくいものもあり、親子で探す競争をしても楽しい

ですよ。寒い季節に温かい部屋の中でぜひご覧ください。

「さがす・あそぶ絵本」児 童 特 集 （１月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

１月19日（土） 13：30～

おじゃる丸／

マロもだいすき

月光町

－ 子ども向け

１月20日（日） 13：30～
１０１

（ワンオーワン）
ジェフ・ダニエルズ／
グレン・クローズ／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（12月）～シネマスペシャル～

 １月の図書館カレンダー  ※休館日は、１月16日（水）館内整理日　12月29日（土）～１月３日（木）年末年始休館

「大判かるた大会」
　たて32㎝、よこ45㎝のおおきなかるたをつかってかるた大会をするよ！ふつ

うのかるたとはちがって、音楽をきいて絵札をとるよ！きみは何枚取れるか

な？かるた名人をめざそう！

開 催 日　2013年１月６日（日）14：00～15:00（受付13：45）

参加人数　４、５歳の部：10名　６、７歳の部：10名

申込方法　図書館カウンター・電話・FAX（＊メール不可）

・１月４日（木）までに、参加申し込みが５名に満たない場合は、開催を中止する場合があります。

　あらかじめご了承ください。

イベントのお知らせ

「年末年始休館のご案内」

図書館からのお知らせ

　12月29日（土）～１月３日（木）は年末年始のため図書館は休館となります。休館中

もご家庭で読書を楽しんでいただくために、12月15日（木）～28日（水）の期間中に貸

出手続きされた方は、通常よりも貸出期間が長くなります。

　図書館休館中のご返却は、ブックポストをご利用ください。休館中は電話によるサー

ビス（予約資料の連絡、延長の手続きなど）も停止いたします。予めご了承ください。



19

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

3

10

17

24

31

4

11

18

25

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

子育て広場（中）
骨粗しょう症検診（か）

＋当番医

船坂医院566-1285

新成人のつどい（中）

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.6月生）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H24.1月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.8月生）

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.10月生）

子育て広場（図）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室
（延・公）
こころの健康相談（か）

子育て広場（中）
骨粗しょう症検診（か）

子育て広場（図）

成人の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）

骨粗しょう症検診（か）
ストレッチ体操（い）

January

● 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

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.5月生）

広報いたこ 2012
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◎今月の納税は、国民健康保険税の第７期分（１月31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1 の
カレンダー

市役所ご用始め

＋当番医

久保医院564-6116

＋当番医

延方クリニック
566-1873

元　旦

 
 

 
 

 

73

＋当番医

飯島内科566-0280

潮来市消防団出初式
（日の出中体育館）

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

久保医院564-6116

第12回潮来市
社会福祉大会（中）

平成25年 新春賀詞
交歓会（潮来ホテル）
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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 12月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,818世帯 （－ 1）15,014人14,774人 （ 0 ）（－ 5）29,788人（－ 5）

「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


