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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・体罰、部落・女性・外国人などの差別問題

●家庭内（夫婦、親子、結婚、離婚、扶養、相続など）の問題

●金銭貸借、借地借家、近隣間のもめごと

開 設 日 開設場所

４月18日（木）

津知公民館

６月４日（木）

８月22日（木）

10月17日（木）

12月19日（木）

２月20日（木）

※開設日に変更が生じた場合は、広報

紙、情報版等でお知らせいたします。

相談担当者 人権擁護委員

開設時間はいずれも

午前10時～午後３時

（正午～１時を除く）

平成25年度　開設日及び開設場所

《下記でも相談を受けています。ご活用ください》

○地方法務局鹿嶋支局○

　電話 0299-83-6000（予約優先）

　所在地 鹿嶋市鉢形1527-1

　（鹿嶋市役所の隣にあります）

○全国共通 人権相談ダイヤル○

　電話 0570-003-110

【 主 催 】

　鹿嶋人権擁護委員協議会

　水戸地方法務局鹿嶋支局
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人権イメージキャラクター

　人ＫＥＮまもる君 人ＫＥＮあゆみちゃん

予約不要
相談無料

秘密厳守

こんなときにご相談ください

お問合せ　潮来市　市民課　TEL.63-1111　内線114
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育児の援助を受けたい人（利用会員）と育児

の援助をしたい人（協力会員）を会員として

組織された会員相互の子育て支援活動です。

関心のある方はご相談ください。

☆子育てサポーターとして登録してみませんか？

子育て支援のできる方、子どもとの遊び

（手品・折り紙・昔あそび等）の特技をお

持ちの方の登録をお待ちしています。

遊びの特技をお持ちの方の活躍の場として、放課後学童クラブ、子育て広場などで披露していただきます。

お問合せ　潮来市　市民福祉課　子育て支援室　TEL.６３－１１１１ 内線３８７～３８９

潮来市の子育て情報

子育て家庭の保護者とお子さんたちが集まり、交流、情報

交換、育児相談をする場を提供しています。中央公民館・

図書館で開催しています。

　　　 中央公民館　火曜日 ９日・16日・23日・30日

　　　 中央公民館　水曜日 10日・17日・24日

　　　 図書館　　　木曜日 11日・18日・25日

　　　 中央公民館　金曜日 12日・19日・26日

　時間 午前10時～午後４時　※午後12時～１時は休憩時間

保護者が就労のため自宅に誰もいない小学

校低学年児童（１年生・２年生・３年生）

を放課後、学校の一室を利用して保育しま

す。※月極めで保育料がかかります。詳細

はお問合せください。

※潮来学童クラブのみ、入所定員に余裕が

あります。

たまごクラブのご案内

　と き ：毎週火曜日 午前10時～12時

　対 象 ：未入園児と保護者

　費 用 ：無　料

　在園のこどもたちや先生たちと一緒に

集団の中での遊びを楽しみませんか。お

待ちしています。

【園児も募集しています】

潮来幼稚園（３歳・４歳・５歳）若干名

潮来ひかり保育園

　　　　　（０歳（６ヶ月）～２歳）15名

★「すくすくラミー」 手あそびや絵本・紙芝居・工作など親子で

ふれあいのときを過ごしませんか。楽しいプログラムを用意して

お待ちしています。

 <４月の予定>
～園のおもちゃで遊ぼう♪～ ４月15日（月）
　こひつじ園の特別おもちゃで、工夫を凝らして遊びましょう。

　お子さんの興味のあるおもちゃで、またお友だちどうしの交わり

の中で楽しく遊びましょうね。ぜひ、どうぞ。

　時　間　午前10時～

　持ち物　飲み物（お子さんの水分補給のため）

★園庭開放 お天気の良い日は毎日（月～金よう日 午前10時～11時）

○お気軽に遊びにいらしてくださいね～。

潮来幼稚園 認定こども園こひつじ園 小羊保育園・小羊幼稚園

潮来市の子育て情報
ファミリーサポートセンター活動

子育て広場

放課後学童クラブ

ファミリーサポートセンター会員研修
「バルーンアート講座」

子育て広場大運動会 七夕まつり

ファミリーサポート活動の様子

学童クラブの様子
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目的 検診名 検診内容 自己負担金 対象の方 実施時期

特定健康診査
（40歳～74歳）

【基本項目】
　身体計測・腹囲測定・尿検査
　血圧測定・問診・血液検査

無　料
潮来市国民健康保険加入の
40歳～74歳の男女

※社会保険、共済組合等の
方は、お勤め先にご確認
ください！

※医療機関健診も実施して
います！

　自己負担500円

 １回目  

７/５（金）

７/７（日）～８（月）

７/16（火）～19（金）

７/21（日）～26（金）

７/28（日）～30（火）

※６月中旬頃に受

診券を送付いた

します。

 ２回目  

12/１（日）～３（火）

【詳細項目】
　前年度健診結果において必要と
認める方のみ

　　心電図・眼底検査・貧血検査 1,700円

　※二次健診（該当者のみ）
　　頸動脈エコー、糖負荷検査
　　　　　　　　　　など（有料）

生活習慣病
予防健診

（19歳～39歳）

【基本項目】
　身体計測・腹囲測定・尿検査
　血圧測定・問診・血液検査

　※二次健診（該当者のみ）
　　糖尿病予備軍等の方に
　　　　　　　糖負荷検査（有料）

無　料

※二次健診
は有料と
なります。

19歳～39歳の男女
どの保険の加入者でも関係な
く受診ができます！

高齢者
健康診査

（75歳以上）

身体計測・尿検査・血圧測定
問診・血液検査

無　料

・75歳以上の男女
　（未治療の方）
・65歳以上の長寿医療制度
　（後期高齢医療制度）加入者

肝炎ウイルス
検査

問診・血液検査
（Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

500円
40歳～76歳の男女
　（過去に未受診の方）

結核・肺がん
検診

問診・胸部Ｘ線撮影 無　料 19歳以上の男女

前立腺がん
検診

問診・血液検査
　（ＰＳＡ：腫瘍マーカー）

500円
50歳以上の男性
　　（前立腺未治療の方）

胃がん検診
問診・胃部Ｘ線撮影
　（バリウムを飲みます）

500円 40歳以上の男女 ９/１（日）～６（金）
９/９（月）～10（火）
※７月上旬頃に対
象の方全員に申
込ハガキを郵送
します。

大腸がん
検診

便潜血検査
　（２日分の検便を提出）

300円 40歳以上の男女

子宮頸がん
検診

問診・細胞診 500円

20歳以上の女性
※市内の婦人科での医療機
関検診もできます。（集
団検診終了後）

　　　（自己負担2,000円）

４/17（水）～18（木)

４/22（月）～26（金)

５/13（月）～14（火）

５/22（水）～24（金）

５/29（水）～31（金）

６/３（月）～４（火）乳がん検診

問診
超音波検査（30歳～56歳）
マンモグラフィ（２年に１回）
　40歳～49歳：２方向
　50歳以上　：１方向

超音波
1,000円
マンモグ
ラフィ
500円

30歳以上の女性
※年齢によって検査内容が
違います。

骨粗しょう症
検診

問診・超音波検査
　（足のかかとで測定）

1,000円 19歳以上の女性
平成26年
１/22（水）～24（金）

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

検診項目が
充実し、
人間ドックに
近い内容に！

平成25年度の検診日程が決まりました。以下の表をご確認の上、すすんで受診しましょう！

「自分のため、家族のため、年に１度は必ず受診！」

平成25年度の潮来市の各種検診日程
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《広　告》
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　自殺は「孤立の病」とも言われていることから、現在、県では市

町村及び各種団体等と連携を図り、「つながる“わ”・ささえる

“わ”茨城いのちの絆キャンペーン」を実施しております。周囲と

の絆を回復することが自殺防止につながります。心に悩みを抱えて

いる人がいたら、声をかけてみませんか。

お問合せ  茨城県保健福祉部障害福祉課　TEL.029-301-3368

３月は「自殺防止月間」です

潮来市においても、「潮来市こころの健康づくり推

進委員会」による「自殺防止キャンペーン」を実施

いたします。

日　程　３月29日（金）

午前10時30分～11時30分 ショッピングセンター「ラ・ラ・ルー」

午後 1時30分～ 2時30分 ショッピングセンター アイモア

お問合せ 潮来市かすみ保健福祉センター TEL.64-5240

「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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お問合せ　アントラーズファンクラブ事務局　TEL.８２－５５５５（午前10時～午後4時）

開　催　日　程 開 催 日 キックオフ 対 戦 相 手 会　場

ヤマザキナビスコカップ ３月23日（土） 16:00 ＦＣ東京 カシマスタジアム

ヤマザキナビスコカップ ４月３日（水） 19:00 サガン鳥栖 カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第５節 ４月６日（土） 15:00 セレッソ大阪 カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第７節 ４月20日（土） 19:00 ヴァンフォーレ甲府 カシマスタジアム

ヤマザキナビスコカップ ４月24日（水） 19:00 名古屋グランパスエイト カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第10節 ５月６日（月） 16:00 湘南ベルマーレ カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第12節 ５月18日（土） 14:00 名古屋グランパスエイト カシマスタジアム

Ｊ１リーグ　第13節 ５月25日（土） 17:00 ＦＣ東京 カシマスタジアム

　いよいよ待ちに待ったJリーグ2013シーズンが開幕しました。

　今シーズンは、強さを取り戻す意味を込めた「再生」をテーマに、ト

ニーニョセレーゾ新監督の下、チーム一丸となり燃えています。

　今、復興に向かうホームタウンにおいて、アントラーズの勝利でみん

なが笑顔になれるよう、

みんなでアントラーズを応援しましょう！

がんばれ！ 鹿島アントラーズ!!

　　　　　　　チームの『再生』へ!!

2013 Ｊリーグ開幕!!

　任期満了に伴う、農業委員会委員の改選

が行われ、21名の新しい農業委員が決まり

ました。任期は平成28年２月２日までで

す。農家の代表・相談役として一生懸命頑

張りますので、皆さんよろしくお願いいた

します。

新会長

辻　慶壽　氏

新会長職務代理者

小沼　徂伸　氏

１ 大　川　茂　衛

２ 齋　藤　隆　夫

３ 高　田　秀　子

４ 橋　本　きくい

５ 高　橋　慶　治

６ 額　賀　勝　男

７ 箕　輪　良　夫

８ 小　澤　　　新

９ 吉　川　吉之助

10 大　﨑　　　侯

11 仲　田　　　孝

12 小　沼　徂　伸

13 鴇　田　　　学

14 大久保　髙　明

15 森　内　泰　男

16 大　川　尚　昱

17 榊　原　昭　男

18 森　内　和　夫

19 草　野　登美雄

20 久保庭　武　彦

21 辻　　　慶　壽

議選番号順・敬称略

新しい農業委員を紹介します新しい農業委員を紹介します
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税
ポイント

　亡くなった方の税金等は相続人が納税義務を負

います（地方税法第９条）。課税される税金（１月

１日に生存していた場合は、所得によって市県民

税がかかります）や滞納した税金等は、相続人が納めることになります。したがって納付がなければ、差押えな

ど滞納処分となります。

　なお、相続放棄があった場合はこの限りではありませんので、そのときは税務課にご連絡ください。

　　　の！

　知ってトクする

税金の相続について ワン
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 申込受付期間
　郵送・持参：２月20日（水）～
　　　　　　　４月16日（火）
　インターネット：２月20日（水）
　午前９時～４月15日（月）午後５時

 第１次試験日
 （教養試験、論文試験）
　５月12日（火）

 受験資格

（１）警察官Ａ
　昭和59年４月２日以降に生まれた
人で、学校教育法による大学（短期
大学を除く。）を卒業した人もしくは
平成26年３月31日までに卒業見込み
の人または人事委員会がこれと同等
と認める人

（２）警察官Ｂ
　昭和58年４月２日から平成７年４
月１日までに生まれた人で、警察官
Ａの受験資格に該当しない人（原則
として平成25年10月１日から通勤可
能な人に限る。）

 採用説明会

　日時：３月20日（水）　午前10時～
　場所：行方警察署

お問合せ　茨城県警察本部警務課

　　　　　TEL.0120－３１４０５８
サ イ ヨ ー ゴ ハ ッ ピ ー

　行方警察署警務課　TEL.72-0110

25

平成25年度　
第１回茨城県
警察官採用試験

《広　告》
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　平成25年４月に施行される障害者総合支援法では、障害者の範囲に

難病等の方々が加わります。

　対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要

と認められた障害福祉サービス等※の受給が可能となります。

※障害児・者については、障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業。

障害児については、障害児通所支援及び障害児入所支援。

お問合せ　潮来市　市民福祉課

TEL.６３－１１１１　内線３９２～３９４

対象疾患（左ページ参照）による障害があ

る方々。

詳しい手続き方法などについては、下記担当窓口までお問合わせください。

対象疾患に罹患していることがわかる証明

書（診断書又は特定疾患医療受給者証等）

を持参の上、お住まいの市区町村の担当窓

口に支給を申請してください。

その後、障害程度区分の認定や支給認定等

の手続きを経て、必要と認められたサービ

スを利用できることになります。

平成25年４月から

難病等の方々が障害福祉サービス等の

対象となります

対象者

手続き
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

受賞おめでとうございます。

　２月９日（土）に茨城県武道館において、茨城県体育協会褒状授与式が行われました。この賞は、平

成24年中に開催された大会等で優秀な成績を収められた方に贈られます。

　１月23日（水）、茨城県庁舎において「平成24年度茨城県統計功労者表

彰式」が行われました。

　この表彰式において永年の統計業務に対する貢献が認められ、潮来市水

原地区の中野　榮さんが経済産業省調査統計審議官からの感謝状を交付さ

れました。おめでとうございます。

平成24年度茨城県統計功労者表彰式

競技名 大会名 功績 氏　名 所　属

ボート 第18回アジアジュニアボート選手権大会 第２位 嶋田　潤 県立潮来高等学校

ボート
第32回全日本中学選手権競漕大会
男子ダブルスカル

優　勝
監督　浪川　篤
選手　山本大智
選手　今井和夢

日の出中学校
潮来第一中学校
日の出中学校

ボート
平成24年国民体育大会
少年男子　シングルスカル

第４位
監督　根本直明
選手　嶋田  潤

県立潮来高等学校

サッカー
平成24年国民体育大会
成年男子　　茨城選抜

第３位
監督　塙　誠一
選手　関　直也

潮来市役所
日の出中学校

優秀指導者賞　　　サッカー 塙　誠一 潮来市役所

（敬称略）

嶋田　潤さん 塙　誠一さん

関　直也さん
（左から）

山本大智さん・今井和夢さん・浪川　篤さん
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City News Flash

　２月７日（木）、潮来市ヘルスウォーキング連合会会長など

を務める井上精二氏が、茨城県市長会民間自治功労者表彰を

受賞されました。

　井上氏は、平成14年から地元日の出２丁目において、防犯

パトロール自衛隊隊長や、翌年からは日の出２丁目ハッピー

会会長を現在まで務められるなど、安心安全なまちづくりの

ために地域活動に精力的に取り組み、防犯・交通安全・青少

年の健全育成に尽力されています。また、市防犯連絡会会

長、市高齢者クラブ連合会副会長、市文化協会副会長として、市政発展に貢献されています。

　　安心安全なまちづくりに寄与
茨城県市長会民間自治功労賞に井上精二さん

　２月19日（火）県庁において県民健康づくり表彰式が

行われ、潮来市食生活改善推進員連絡協議会が団体表彰

を受賞されました。

　25日（月）には、会長の茂木春美さん、副会長の前島

久美子さん、永峰澄江さんが 田市長を訪れ、受賞の喜

びを報告されました。

　同連絡協議会が長年にわたる食生活改善を中心とした

健康づくりボランティア活動を通して、市民の健康づく

り意識の高揚と実践支援に多大な貢献をされていること

が、今回の受賞につながりました。

健康づくりは食生活改善から

～お詫びと訂正～

広報いたこ２月号（Vol.143）10ページ　シティニュースフラッシュ内の、「未

来のなでしこジャパン！全国大会出場」の本文中「市内在住の鬼沢　翠さん

（潮来第一中学校１年）」に誤りがありました。正しくは鬼沢　翼さんです。

ここにお詫び申し上げるとともに、訂正いたします。

左：方波見　真代さん　右：鬼沢　翼さん

《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》
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　平成25年１月28日（月）、市内にて「東関東自動

車道水戸線の整備促進に関する意見交換会」が開

催されました。東関東自動車道水戸線潮来～鉾田

間建設促進期成同盟会（会長 潮来市長 田千春）

加盟５市と、国側との活発な意見交換の後、事業

主体者である国土交通省関東地方整備局の池田豊

人道路部長へ、潮来IC～鉾田ICの早期開通へ向け

た要望書を提出いたしました。現在、潮来市内で

は幅杭設置ならびに用地測量が行われており、平

成25年度からは用地買収がはじまります。また、

当市の道路整備の根幹でもある国道51号バイパス

建設促進のための要望書についても、合わせて提出いたしました。今後も同盟会と茨城県の連携を強化し、早

期完成に向け国に要望を行ってまいります。

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

東関道水戸線建設促進のための
要望書を提出しました

　２月８日（金）、牛堀公

民館において、延方幼稚

園・うしぼり幼稚園の親

子が参加し、「潮来市立幼

稚園合同親子つながり・

あそびうた」が開催され

ました。講師は、「つなが

り・あそびうた研究所」

所長の「ぴかりん」こと

二本松さんと、助手の「みやちゃん」こと宮島

さんで、二人共とてもユニークなキャラクター

の持ち主です。

　二本松さんは、1991年に同研究所を設立、以

後親子で身体と心で抱きしめ合い、受け止め合

う「つながりあそび・うたコンサート」を旺盛

に展開し、年間250ステージ以上を全国でこなさ

れています。

　そのダイナミックな歌とギターの音楽に、す

ぐに子供たちの心が引き込まれたことは、自然

とそろう全員のかけ声からわかりました。終始

音楽に合わせ、親子でくすぐり合ったり、他の

園児や親子と触れ合う「電車ごっこ」や「ぐる

ぐる洗濯機」など、笑顔あふれる人と人とのつながりを実感することができたステージでした。

つながり・あそびうた　全国を飛び回る「ぴかりん」登場！

お問合せ　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４６
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　２月16日（土）、潮来小学校において、飲料水兼用耐震性貯水

槽工事見学会が開催されました。校庭の地下に、４万リットル

と２万リットルのタンクが埋設され、約6,600人が３日間使用出

来る飲料水となります。また、火災時には、消火用水としても

利用できます。

　貯水槽は水道管に接続されているため常にきれいな水が流れ

ており、地震等で万が一水道管が壊れても、水の流出を防止す

る装置により、貯水槽内の水が確保できます。

　この工事は、３月完了予定です。

災害時でも水は安心
潮来小学校に飲料水兼用耐震性貯水槽

City News Flash

　２月24日（日）、潮来公民館において「いたこお祭りフェス

タ」が開催されました。パネルディスカッションに先駆け、

中・高校生が主体の水雲會囃子連の皆さんによる潮来ばやし演

奏が行われ、訪れたお祭りファンをもてなしました。パネリス

トには、 田市長、潮来市議会議員の小沼英明氏、同じく市議

会議員で潮来市商工会会長の村山正光氏、そして潮来祭考會代

表の鈴木陽一氏を迎え、「潮来祇園祭禮の現在、過去、未来」

というテーマのもとディスカッションが行われました。

　 田市長は、老若男女が楽しめる潮来祇園祭禮には、行政としての安全対策やPRの徹底など、市民主体の祭

を安心して開催できるようバックアップしていく姿勢について述べ、パネリストの皆さんは、祭を観光や商業

に結びつけ、貴重な観光資源やビジネスチャンスととらえて、潮来本町のみならず市全体で取り組む重要性な

どについて話し合われました。

　その後、水郷お祭り踊り大会と題し、下壹ギャルズ・濱女連・鯉女・潮来おきゃん連の皆さんが、水雲會囃

子連の演奏に合わせ、それぞれの踊りを披露し、会場を沸かせました。

いたこお祭りフェスタ開催

《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



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

今月の本棚（４月）

　いまや全国に広がったご当地グルメ。その人気は、大会が開かれるほどです。その土地の
特産品を活かしたものや、各地域で昔から食べられてきた食品を使ったものなど、種類はい
ろいろ。みなさんも実際に食べに出かけてみてはどうでしょう。これからの時期、お出かけ
するには最高の季節です。きっと楽しい旅になりますよ！

特集　「ご当地グルメ大集合！」

 ４月の図書館カレンダー 　※休館日は、４月17日（水）館内整理日となります。

　春は、たくさんの魚たちが元気に動きはじめます。そこで、お

魚の絵本を集めました。お魚の名前、いくつ知っているかな？

「ぎょ・ギョ・魚」児 童 特 集 （４月）
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「予約・リクエストサービスをご利用ください」

・貸出中の資料には、予約をすることができます。返却
され次第お貸しします。

・図書館カウンター、図書館ホームページ、携帯ホーム
ページ、館内検索パソコンからご予約いただけます。

・お一人様につき、図書５点、雑誌２点、視聴覚２点ま
で、ご予約できます。

・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ）の予約は、図書館カウ
ンターでお申し込みください。

※カウンター以外での予約にはパスワードが必要になり
ます。初期設定はカウンターでお受けしています。

・リクエストとは、利用者の方から購入希望をいただいた図書資料を

図書館の蔵書として購入し、貸出を行うサービスです。（雑誌・視聴

覚は参考意見とさせていただきます）

・図書館カウンターでお申込みいただけます。

・リクエストは、市内に住んでいる方、通勤、通学している方のみ受

け付けます。

・リクエストは、お一人様につき、月３冊までお受けできます。

・絶版や選書方針により、購入ご希望にお応えできない場合がありま

すのでご了承ください。

　雑誌スポンサーとは、雑誌（週刊・月２回刊・月刊）そのものをご寄贈いただくのではなく、雑誌の購入代金を負担していただく
制度です。提供していただいた雑誌は、最新号にカバーをかけ潮来市立図書館の雑誌コーナーに並べます。カバーの前面にスポン
サー名、カバー裏面にスポンサーの広告チラシを貼付させていただきます。雑誌の最新号は、常に館内にあり、 図書館にご来館さ
れた多くの方の目に触れています。
※図書館ホームページで、各種申請書のダウンロードや雑誌リストの閲覧ができます。ぜひご覧ください。

内容：ミステリーバッグとは、「本の福袋」です。閉じられ
たヒミツのバッグの中には、図書館スタッフが選んだオス
スメの本が３冊入っています。何の本が入っているのか
は、借りた人だけのお楽しみ。おうちに帰ってから、袋を
開けてみてくださいね。今まで読まなかった新しいジャン
ルの本と出会えるかも知れませんよ。さらに、５袋のうち
１袋は当たりのバッグ。布製のエコバッグがおまけとして
入ってます。みなさん、ぜひ借りてみてくださいね。

日時：３月16日（日）～３月31日（日）
　　　※ 事前の申込みは必要ありません。
場所：潮来市立図書館 貸出カウンター

参加対象：幼児～小学生向け …各10袋 合計40袋
　　　　　◎ 幼児（３～６歳）向け ◎ 小学１・２年生向け
　　　　　◎ 小学３・４年生向け 　◎ 小学５・６年生向け

制度対象 企業、商店、団体など。個人は除きます。 例） 会社や病院、工務店、協会…

提供雑誌 図書館が作成した雑誌リストから、協議の上選択していただきます。 １誌から可能、最大３誌まで。

提携期間 提供を開始していただいた月から１年間。 一度契約を締結いただければ、次年度以降は継続契約が可能です。

制度対象 企業、商店、団体など。個人は除きます。 例） 会社や病院、工務店、協会…

必要書類
◆ 雑誌スポンサー申込書（潮来市立図書館にて配布。ＨＰでもダウンロードできます）
◆ 広告図案（雑誌に貼付予定のもの） ◆ 会社概要等（業種等がわかるもの。ホームページなど）

申込方法 申込書に記入捺印の上、必要書類を潮来市立図書館までお持ちください。Ｅメールや郵送での申し込みも受け付けております。

受付期間 随時

お問合せ 
お申込み

潮来市立図書館 TEL:0299-80-3311 「雑誌スポンサー」担当まで

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

４月20日（土） 13：30～ ぼくチロ！（かくれんぼ） － 子ども向け

４月21日（日） 13：30～ はだかの王様 劇団四季 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◎
（４月）

４月７日（日）午後２時～２時30分

「入園・入学のおはなし」
図書館のおにいさん、おねえさん

４月13日（土）午後２時～２時30分

「春のおはなし」
図書館友の会

４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

４月21日（日）午後２時～３時

お話し会拡大版　おはなしと簡単な工作をします
図書館のおにいさん、おねえさん

４月27日（土）午後２時～２時30分

「おさかなのおはなし」
図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

予約 リクエスト

「図書館で広告を出してみませんか？雑誌スポンサー募集のご案内」

「大人気！ミステリーバッグ 第４回～子ども向け～」
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◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H24.4月生）

＋当番医

仲沢医院563-2003

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H22.1月生）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.9月生）

市立幼稚園入園式

子育て広場（中）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー

（か）
中学校入学式

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.11月生）

小学校入学式

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）
マタニティ・セミナー

（か）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.8月生）

子育て広場（中）

＋当番医

飯島内科566-0280

昭和の日

◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）

◎今月の納税は、介護保険料の第１期分（４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。》

April ● 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

（カ）…県立カシマサッカースタジアム

76

月4＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

大久保診療所
562-2506

◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）

の
カレンダー

潮来保育所入所式
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◎婦人科検診（か）

鹿島アントラーズ
ホームタウンデイズ
潮来の日（カ）
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※携帯電話の場合

　別途通信料が発生します。

人口のうごき ３月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,808世帯（＋18）14,962人14,720人 （－ 3）（－ 6）29,682人（－ 9）

800

800

愛友酒造にて酒粕のサービス

寺島薬局による肌診断

小菅正夫氏生駒基達師

バンブージャンプ

ディスクゴルフフリンゴ

ターゲットバードゴルフ

約800名の市民が参加

輪投げ

おにぎり・おみおつけ

サービス 大抽選会

ヘルスウォーキング


