
・介護予防チェックリスト…………Ｐ８～９

・シリーズ 男女共同参画社会 …………Ｐ10

・シリーズ 市長室から …………………Ｐ11

・市制施行５周年記念式典について……Ｐ11

・６月のカレンダー………………………Ｐ12

・市立図書館が開館します…………Ｐ２～３

・組織機構の見直しと人事異動…………Ｐ４

・第55回水郷潮来あやめまつり…………Ｐ５

・シティーニュースフラッシュ…………Ｐ６

・平成17年度下半期入札結果……………Ｐ７

Contents

Vol.62

2006  June

ITAKO Public Information

潮来市シンボルマーク

２００６年
（平成18年）

６月１日号

広 報
いたこ

防犯パトロールで安心安全なまちづくり

市立図書館（５月27日（土）開館）6



2広報いたこ 2006
６月号 Vol.62

◎はじめて本やビデオなどを借りる時は
・図書館利用カードが必要になります。図書館利用申

込書に必要事項を記入し、カウンターにお出しくだ

さい。その場で図書館利用カードを発行します。

（保険証や運転免許証など、住所の確認をできるも

のを必ずお持ちください）

◎借りたい本やビデオなどが決まったら
・借りたい本、ビデオなどを図書館利用カードと一緒

にカウンターへお出しください。

◎図書館を利用できる方は
・市内に住んでいる方、通勤・通学して

いる方ならどなたでも利用できます。

・市外は、行方市、鹿嶋市、神栖市、鉾

田市、稲敷市、香取市在住の方であれ

ば利用できます。

・図書館の利用は無料です。

・自動貸出機もありますので、そちらもご利用ください。

◎本を返すときは
・カウンターへお返しください。

・図書館が閉まっている時は、ブックポストに入れて

ください。（正面入口右側にあります）ただし、紙芝

居、ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤ等は直接カウンターにお

返しください。

◎本やビデオなどをさがすときは
・館内にある検索用パソコンでさがすことができます。

使い方がわからない時、さがしているものが見つか

らない時などは、お気軽に職員におたずねください。

◎調べものをするためには「レファレンス」
・レファレンスとは、図書館職員が利用者の皆さんの　

調査・研究に必要な資料を紹介したり、情報を探し

　出すお手伝いをす

るサービスです。

詳しくは相談（レ

ファレンス）カウ

ンターへご相談く

ださい。

◎その他の利用
・館内にあるパソコンで、インターネットの利用がで

きます。

・ビデオ、ＤＶＤ、ＣＤは貸出のほか、館内で視聴も

できます。

本を借りるとき本を返すとき

本をさがすとき

待望の図書館

５月27日（土）開館します!!



● 所在地及びお問合せ ●

駐輪場（約30台）駐車場（車68台）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋)　上 映 予 定 表（２階：視聴覚室、席数50・先着順)
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◎開館時間：火、水、木、土、日……午前10時～午後７時

　　　　　　金………………………午後１時～午後７時

◎休 館 日：毎週月曜日

　　　　　　毎週金曜日午前中・毎月第３水曜日(館内整理日)

　　　　　　年末年始・特別整理期間(年１回10日以内)

◎住　　所：〒311-2436　潮来市牛堀289番地

　　　　　　TEL.80-3311 FAX.64-5880 Ｅメール：lib@itako.ed.jp

●開館前リクエストについて
　多数のリクエストありがとうございました。ここでリ

クエストにより購入したものの一部を紹介します。ま

た、開館後もリクエストを受付けますので、図書館カ

ウンターへお申込みください。

　◎図　書：いま、会いにゆきます。・藤沢周平全集・冬

のソナタ・武満徹著作集・ローマ人の物語・

原色日本の美術 など

　◎児童書：シートン動物記・怪傑ゾロリ・ぐりとぐら

シリーズ・はらぺこあおむし・泣いた赤鬼・

ずっこけ三人組全集・歴史シリーズ など

　◎視聴覚：プロジェクトＸ・デイズニー作品・ジブリ

作品・日本昔話・世界昔話 など

日にち 午前10時30分 午後１時 午後３時30分

27日(土) ハリー・ポッターと賢者の石 鳥

28日(日) ハリー・ポッターと賢者の石 サボタージュ
（午後1時30分～）

ダイヤルＭを廻せ！

３日(土) ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 め ま い

４日(日) ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 三十九夜
（午後1時30分～）

サボタージュ

10日(土) 映画ドラえもん のび太の恐竜 ダイヤルＭを廻せ！

11日(日) 映画ドラえもん のび太の恐竜 鳥 サ イ コ

17日(土) ベ イ ブ 三十九夜

18日(日) ベ イ ブ サ イ コ め ま い

24日(土) トゥイーティーのフライング・アドベンチャー 戦艦ポチョムキン

25日(日) トゥイーティーのフライング・アドベンチャー 自転車泥棒 市民ケーン

視 聴 覚 室

●寄贈について
　図書のご寄贈をいただきました。有効に活用させてい

ただきます。

　・県立歴史館より　県史、史料等約1,000冊

　・県内各美術館図録　約1,000冊

　・一般　約1,500冊

（より身近な図書館へ）

・車イスの方や小さなお子さんをつれた方がスムー

ズに利用できるトイレがあります。

・小さな文字が苦手な方には、大活字本・虫めがね・

拡大読書器を用意しました。

日にち 午後２時～２時30分

５月27日

(土)
読み聞かせ（えほん、かみしばい）
いたこおはなし会、うしぼりおはなし会

６月10日

(土)
読み聞かせ（えほん、かみしばい）

いたこおはなし会

６月24日

(土)
読み聞かせ（えほん、かみしばい）

うしぼりおはなし会

お話の部屋

市立図書館では、映画の上映や絵本の読み聞かせなどを行います

※上映当日、午前10時から整理券を配布しますので、カウンターでお受け取りください
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　平成18年度の定期人事異動について、次のとお

りお知らせします。職員数は283名となり、前年

度比11名減となります。

　厳しい財政状況のもと、限られた財源と人員で

住民福祉の向上を図るため、職員の能力向上と事

務効率化を一層進めます。
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組織と人事異動
①収税の強化を図るため、税務課から収税室を分離し、

収税課を新設しました。

②市立図書館の開館にあわせ、職員を配置しました。

③介護保険法の改正により、予防重視型システムへの

転換を図るため、介護福祉課内に地域包括支援セン

ターを新設しました。

④道路と公園の管理の一体化を図るため、都市建設課内に

あった道路環境推進室を道路公園管理室に変更しました。

組織機構の見直しと人事異動平成18年度
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　今年で55回目を迎える、水郷のまち・潮来の恒例行事『水郷潮来あやめまつり』が６月１日

（木）から６月25日（日）まで前川あやめ園や浅間下あやめ園で開催されます。

　色鮮やかに咲き誇るあやめはもちろん、今では６月の風物詩となった嫁入り舟、あやめ踊り

や祇園祭禮踊り披露など、あやめ園をより華やかに飾る催し物が盛りだくさんです。

　ぜひ、お誘いあわせのうえ、水郷潮来あやめまつりへお出かけください。

●市街地は路上駐車できません。標識に注意して下さい。

●潮来駅周辺及び前川あやめ園周辺は、週末に大変混雑い

たします。迂回にご協力ください。

※催し物や嫁入り舟の運航予定については、天候や大会行事実施上の都合により一部変更になる場合がございます。ご了承ください。

あやめまつり期間中の 土・日曜日

月 日 時 間

５/28(日) 11:30

６/３(土) 11:00

６/４(日) 11:00

６/10(土) 9:10/13:00

６/11(日) 11:00/11:30

あやめまつり大会開会式

市営ろ舟遊覧船

嫁入り舟

あやめ踊り披露

帆曳き船

潮来ばやし演奏

潮来祇園祭禮踊り披露

全国優良品種花菖蒲展示会

潮来市特産品販路推進販売

前川あやめ園ライトアップ

観光案内

湯茶接待

５／28　10:30～

期間中（荒天中止）

下記参照

期間中の日曜日　12:30～

期間中の日曜日　13:00～

期間中の土曜日　19:00～

　　　　日曜日　13:00～

期間中の日曜日　13:30～

期間中

期間中の土・日曜日

期間中

期間中の土・日曜日

期間中の土・日曜日

期間中毎日

前川あやめ園（雨天時は潮来公民館）

前川あやめ園ろ舟乗り場

前川あやめ園

前川あやめ園

北利根川

前川・北利根川

前川あやめ園

前川あやめ園

前川あやめ園

前川あやめ園周辺

前川あやめ園

大門河岸公園・所家住宅

前川あやめ園

潮来ふるさと館

催 し 物 名 開 催 日 時 開 催 場 所

嫁入り舟運航予定

あやめまつり大会水郷
潮来

月 日 時 間

６/17(土) 10:00

６/18(日) 11:00

６/24(土) 11:00

６/25(日) 11:00

第55回

　【お問合せ】潮来市 観光商工課 ℡.63-1111 内線242

　　　　　　　大会本部　℡.63-1187（期間中のみ）

祇園祭おどり大会

潮来節おどりの響演

花村菊江ショー

６／11 19:00～（雨天時18:00～）

６／17 17:30～

６／24 14:00～

前川あやめ園ステージ（雨天時は潮来ＳＣアイモア）

ＪＲ潮来駅前 特設おどり会場

前川あやめ園ステージ（雨天時は潮来ＳＣアイモア）

特別

イベント

期間中、一部交通規制が実施されます
迂回にご協力願います

潮来市制施行５周年記念事業
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「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！

　潮来市では、年12回発行の「広報いたこ」

に有料広告掲載される方を募集しています。

　受付時間は、午前９時から午後４時30分

までです。（土・日・祝日は除く）

詳しくは、潮来市役所 秘書広聴課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受け付け
広告原稿提出（発行３週間前）

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

広告募集

崖

崖

崖
㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・

ミニロト・ナンバーズ

イタコチャンスセンター
TEL.62-3000  URL:e92.net

損保ジャパン

ひまわり生命代理店

関口 明広( )
予約必要 TEL.63-2177

日本FP協会会員
No.30299318

の無料相談生命保険

15

66 

 

 
 

 

66-

(株）いたこ 10,000円

清水次郎長会 21,167円

菅澤静男 3,457円

匿名希望 2,000円

ホットスパー神栖居切店

4,146円

善意銀行（４月分・敬称略）

ドリームジャンボ発売
５月15日（月）より
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地域発展に貢献する

潮来市建設業組合
茨城県潮来市辻５８３－２

ＴＥＬ ０２９９―６３―１３５８
司法書士 篠塚健司事務所

遺産相続　贈与　不動産登記　成年後見

会社設立　債務整理　破産　個人再生

 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)

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

広報いたこ 2006
６月号 Vol.62

件　　　　　　名 施工場所
予定価格(円)

(税抜き)

落札額(円)
(税抜き)

契約業者名
指　名
業者数

17－２号配水管布設工事 茂木地内 4,900,000 4,740,000 ㈱森内建設 7

残留塩素計交換修繕工事 田の森浄水場内 4,100,000 3,850,000 福井電機㈱茨城営業所 7

市道(牛)2246・2248号線道路改良工事 永山地内 9,700,000 9,500,000 水郷建設㈱ 10

Ｈ17市道(潮)753号線道路舗装工事 江寺地内 2,900,000 2,840,000 ㈲櫻井建設 7

17国補流潮公下第２号管路施設工事 新宮地内 6,700,000 6,490,000 酒井鉄工所 7

17国補流潮公下第７号管路施設工事 大洲地内 18,600,000 17,600,000 ㈱柏崎工務店 10

17国補流潮公下第８号管路施設工事 大洲地内 17,100,000 16,300,000 ㈱飯田建設 10

潮来市消防機庫新築工事 西丁地内 8,200,000 8,000,000 澤田建設㈱ 9

市道(潮)１級10号線道路改良工事 第１工区(都市計画道路潮来駅江寺線) 潮来地内 35,700,000 34,400,000 ㈱寺内工務店 13

市道(潮)１級10号線道路改良工事 第２工区(都市計画道路潮来駅江寺線) 潮来地内 23,200,000 22,000,000 ㈱茂木工務店 13

17国補流潮公下第９号管路施設工事 大洲地内 18,100,000 17,200,000 ㈱ニ輝建設 9

17国補流潮公下第10号管路施設工事 大洲地内 10,900,000 10,500,000 ㈱松信建設 9

17－４号配水管布設工事 須賀南地内 2,300,000 2,200,000 ㈱篠塚工業所 8

平成17年度潮来市固定資産税評価資料作成業務委託 潮来市地内 9,100,000 8,080,000 国際航業㈱水戸営業所 6

(仮称)潮来市立図書館視聴覚資料(ＣＤ)納品業務 牛堀地内 7,000,000 5,300,000 (社)日本図書館協会 4

(仮称)潮来市立図書館外構工事 牛堀地内 56,000,000 53,800,000 松崎建設㈱ 16

No２配水ポンプ交換工事 田の森浄水場内 5,700,000 5,270,000 福井電機㈱茨城営業所 8

平成17年度市道補修工事(その２) あやめ地内 2,860,000 2,720,000 ㈱柏崎工務店 8

都市計画道路潮来駅江寺線・潮来牛堀環状線路線測量用地測量業務委託 潮来・上戸地内 4,200,000 3,900,000 ㈱マエシマ測量設計 9

(仮称)潮来市立図書館電気音響・映像機器購入 (仮称)潮来市立図書館内 7,600,000 7,400,000 ㈲石村電気 6

大生原小学校屋上防水改修工事 大生原小学校地内 5,000,000 4,750,000 ㈱高須工務店 7

17単独流潮公下第４号管路施設工事 大洲地内 11,400,000 11,100,000 ㈱菱木土建 8

17国補流潮公下第２号舗装復旧工事 須賀地内 4,700,000 4,480,000 ㈱鈴木工務店 6

17国補流潮公下第４号管路施設工事 新宮地内 5,700,000 5,460,000 ㈲七福建設 7

17－３号配水管布設工事　その１ 新宮地内 3,000,000 2,850,000 ㈲アラハリ設備 7

17－３号配水管布設工事　その２ 新宮地内 3,600,000 3,450,000 ㈲アサノ建設 7

前川運動公園付帯施設工事 前川地内 12,350,000 11,800,000 東城建設㈱ 10

Ｈ17市道(牛)1025号線道路排水整備工事 牛堀地内 2,100,000 2,000,000 浅野工務店 6

潮来市立図書館内装及びブラインド工事 潮来市立図書館内 9,000,000 8,560,000 ㈱森内建設 6

平成17年度　入札結果
(平成17年10月１日～平成18年３月31日まで)



No.18～20は 認知症の可能性 についてチェックします！

　　　  いずれかに該当する方は、要注意です。早期発見・早期対応が大切です。
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　介護を必要としないために、１人ひとりに応じた予防対策を図ることが大切とされ

ています。なるべく自分の力で活動的な毎日を過ごすために、自分の生活や状態を

「基本チェックリスト」で振り返ってみませんか。

No.１～５は 生活機能全般 をチェックします！

　　　  にチェックが多い方は、生活が不活発になっている可能性があります。

活動的な生活を心がけましょう。

No.６～10は 運動機能の状態 をチェックします！

　　　  すべてに該当になる方は、筋力が衰えている可能性があります。

できるだけ歩いたり、ストレッチや体操を取り入れましょう。

No.11～12は 栄養状態 をチェックします！

　　　  すべてに該当する方は、低栄養の可能性があります。

バランスの良い食事に心かけましょう。

No.13～15は 口腔機能の状態 をチェックします！

　　　  すべてに該当する方は、口腔機能が低下している可能性があります。

食後の口腔ケアに心かけましょう。

No.16～17は 閉じこもり かどうかをチェックします！

(16)の 　　　  に該当する方は、閉じこもりがちの可能性があります。

(17)の 　　　  に該当する方は、特に要注意です。外出の機会をつくりましょう！

No.21～25は うつ病の可能性 についてチェックします！

２項目以上該当する方は、要注意です。

目指しましょう！いきいき生活

“介護予防の達人”
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№ 質　　問　　事　　項
回　　答

（いずれかに○をお付け下さい）

1 バスや電車で１人で外出していますか は　い いいえ

2 日用品の買い物をしていますか は　い いいえ

3 預貯金の出し入れをしていますか は　い いいえ

4 友人の家を訪ねていますか は　い いいえ

5 家族や友人の相談にのっていますか は　い いいえ

6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか は　い いいえ

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか は　い いいえ

8 15分位続けて歩いていますか は　い いいえ

9 この１年間に転んだことがありますか は　い いいえ

10 転倒に対する不安は大きいですか は　い いいえ

11 ６ヶ月間で２～３㎏以上の体重減少がありましたか は　い いいえ

12
身長　　　　　㎝　　　体重　　　　　㎏（ＢＭＩ　　　　）（注）

（注）ＢＭＩ（＝体重（㎏）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ））が18.5未満の場合に該当。

ＢＭＩ（　　　　）

18.5未満

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか は　い いいえ

14 お茶や汁物等でむせることがありますか は　い いいえ

15 口の渇きが気になりますか は　い いいえ

16 週に１回以上は外出していますか は　い いいえ

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか は　い いいえ

18 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか は　い いいえ

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか は　い いいえ

20 今日が何月何日かわからない時がありますか は　い いいえ

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない は　い いいえ

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった は　い いいえ

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる は　い いいえ

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない は　い いいえ

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする は　い いいえ

65歳以上の方で基本チェックリストの結果に心配な方は、

積極的に健康増進課で行う 住民健診（７月実施）を受診しましょう
６５歳以上の方には介護予防の観点から項目により、さらに詳しい検査やチェックが行われます。住民

健診の結果から、介護予防が必要な方には、地域包括支援センターで相談に応じ一緒に介護予防の方法

を考えていきます。

基本チェックリスト

【お問合せ】潮来市 介護福祉課 地域包括支援センター ℡.63-1111 内線396・397
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～

広報いたこ 2006
６月号 Vol.62

VOL.44VOL.44

【開催趣旨】「Ｅ～クオリティーカフェ」とは、男女共同参画社会の実現に向け、市民の皆さんの理

解増進とさらなる浸透のために開催するものです。内容としては、専門家の方と市内の

公共施設・喫茶店等の身近な場所でコーヒー等を飲みながら、誰でも気軽に男女共同参

画社会について語り合う場をつくろうという試みです。なお、今年度は３回程度の実施

を予定しています。

【主　　催】潮来市、いきいき女性議会連絡会

【協力団体】潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会・ＩＴＡＫＯクオリティーウィメンズネット

　地域や職場等であってはならない人権問題（性差別他）や、パートナー等の男女間における暴

力的行為ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）等の問題について悩んでいる方、一人で悩まな

いで、TEL.６２－２７２７
ニーナニーナ

までお気軽にご連絡ください。専任の相談員が秘密を厳守 しご相談

を承ります。

◎ 潮来市男女共同参画総合相談窓口 ◎

　　　　【電　話】６２－２７２７
ニーナニーナ

　　　　【相談日】毎月第２・第４木曜日　午後１時～５時（相談日以外でも承ります）

を開催します

潮来市男女共同参画総合相談窓口のお知らせ

「Ｅ～クオリティー カフェ」

■第１回「Ｅ～クオリティー カフェ」概要

【日　　程】５月23日（火）午後７時～９時

【場　　所】津知公民館

【開催内容】潮来市男女共同参画基本計画市民公聴会

　　　　　　テーマ「性別でなく，その人らしい自由な生き方が選択できるまちづくりとは」

　　　　　　～政策決定過程への女性の参画を位置づけるためには～

　　　　　　　　　　助言者 潮来市男女共同参画基本計画コーディネーター　長谷川幸介 氏（茨城大学助教授）

　　　　　　　　　　　　潮来市男女共同参画基本計画 策定委員会 委員長　松原　克志 氏（常磐大学助教授）

　　　　　　※興味を持たれる方なら、どなたでも参加できます。

【申込み方法】住所、氏名、年齢、職業を電話、ファックス、Ｅメールのいずれかの方法で、

　　　　　　　下記までご連絡ください。

　　　　　　※育児・保育の必要な方は、申込みの際にご連絡ください。

【申込み・問合せ】潮来市 秘書広聴課　℡.63-1111 内線206　FAX.80-1100

　　　　　　　メールアドレス　info@city.itako.ibaraki.jp
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　平成18年４月、また今年も出発の時期が訪れました。

新入学生、新社会人など、何かしら新鮮な、お正月と

は違う感じがあります。それぞれの家族が、新しい変

化の中で様々な思いをしながら、毎日を過ごす季節です。

　先日、読売新聞に「人生を変えたアインシュタイン

のビデオ」と題した記事が掲載されていましたので、

一部紹介したいと思います。

『平成17年４月、新１年生を前にした最初の授業で、

私立豊川高校（愛知県豊川市）の数学教師、宮本延春
まさはる

さん（37歳）は黒板に国、社、数、理、英の教科名を書

きその下に、「１」の数字を書き足した。「何のことか

分かるか？」と生徒達に問いかけるが、反応はない。

「これはおれが中１の時の通知表。オール１だったんだよ」

「うっそー」「なんで先生になれたの？」静まり返って

いた教室がにわかに活気づいた。

　小学生時代、気が弱く体も小さかった宮本さんは格

好のいじめの標的だった。筆箱や上履きが隠されるの

は日常茶飯事。学校が嫌で勉強嫌いになり、中学を卒

業する時にも九九も全部言うことができなかった。中

学卒業後は大工の道に進んだが、理解者だった母親を

16歳の時に病気で亡くし、17歳で大工をやめた。翌年

には父親も病死した。

　だが、23歳の時、後に結婚することとなる女性から

一本のビデオを手渡された。「光は波か、粒か」をテー

マに、アインシュタインの理論を解説したテレビ番組

が録画されていた。

　それを見たのをきっかけに物理に興味を抱き、物理

学を勉強するには大学に入らなければと、定時制高校

に入り猛勉強をし、27歳で名古屋大学に入学、大学院

にも進んだ。

　そして現在、「自分の経験が一番役立つ仕事は教師で

はないか。自分も落ちこぼれだったし、いじめられた

時の悔しさもわかる」との思いから、母校の教壇に立

ち理科と数学の授業を担当している。

「九九も出来なかった自分に比べて、生徒たちは可能

性を持っている。可能性を生かせるかどうかは目標の

有無にかかっている。子供達が目標を見つける手助け

をしてやりたい。」というのが新米教師の新たな目標だ。』

　潮来市では、懸案であった適応指導教室を本年度よ

り開始しました。学校に行きたくても行けない子供た

ちが、また学校に行けるように、専門家の協力をいた

だきながら進めて行きます。

　しかしながら、学校に行けなくても、世の中で活躍

できる可能性は大いにあります。前述の宮本さんの経

歴を見ると、人生多少の回り道は気にならない、逆に

回り道をすることで、いろんなことが経験できること

もある。あせることはないと思います。

　潮来市の先生方も、子供達の目標を見つける手助け

を、是非お願いしたいと思います。

　平成18年５月

昔「オール１」37歳新米教師

広報いたこ 2006
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5858

　市制施行５年目の節目の年を契機に、当市が、今後

大きく飛躍して市政伸展することを願い、記念式典を

開催します。

　その後のアトラクションでは、水郷いたこ大使の橋

幸夫さん、本條秀太郎さん、花村菊江さんから歌の披

露などや各地区からあわせて６組の発表がありますの

で、ぜひご覧ください。

【と　　き】６月４日（日）午後３時　受付開始

【と こ ろ】日の出中央公民館　体育室

【内　　容】

　○子どもたちによる音楽披露　　午後３時30分から

　　～潮来第二中学校生徒によるブラスバンド演奏披露～

　　～延方小学校児童による合唱披露～

　○一部　市制施行５周年記念式典　午後４時から

　○二部　アトラクション　　　　　午後５時から

　　～橋 幸夫さん・本條秀太郎さん・花村菊江さん

　　　から歌などの披露～

　　～各地区からあわせて６組の発表～

【申込方法】

・右記の事項をハガキに明記のうえ、ご応募ください。

　（市民のみ応募可)

・お一人様ハガキ１枚のみ応募可とし、ハガキ１枚で

　２名様分まで応募できます。

【募集人員】２００名（応募多数の場合は、抽選とな

　　　　　　ります。後日、入場整理券を送付します。）

【申込期限】５月２３日（火）必着

【申込み・問合せ】

　〒311-2493　潮来市辻626　潮来市 秘書広聴課

　TEL.63-1111 内線204

<
>

〒311-2493

潮来市辻626

潮来市秘書広聴課

５周年記念式典申込係

行

①郵便番号・住所

②参加者氏名

（ふりがな）

③電話番号

※２名分様応募すると

　きはそれぞれ記入

潮来市制施行５周年記念式典 を開催します！

<
>

橋　幸夫 本條秀太郎 花村 菊江



※広報に関するご意見、ご要望は、

　潮来市総務部　秘書広聴課まで

発行者　潮来市長　　今 泉　　和

潮来市役所

　本　庁：茨城県潮来市辻626

　　　　　〒311-2493　℡ 0299-63-1111

　出張所：茨城県潮来市牛堀17

　　　　　〒311-2495　℡ 0299-64-2611

市長へのたより

FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city. itako.ibaraki. jp
潮来市のホームページ

http://www.city. itako.ibaraki. jp/
メールアドレス

info@city.itako.ibaraki. jp

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

総　数

男　

女　

世帯数

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

7

14

21

28

6

13

20

27

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

水郷潮来に住む私達は　豊かな水と緑とともに生きた歴史と文化を

輝かしい未来へ継承し　健康で希望にあふれ　世代をこえ夢を育む

あったかいまちを　創りあげるため　ここに市民憲章を定めます。

１．自然を愛し、あらゆる生命（いのち）を慈しみ明るく美しい
　　まちをつくります。

１．健康で明るく、思いやりと感謝の心で豊かなまちをつくります。

１．郷土の歴史と伝統に誇りをもち、文化のまちをつくります。

１．きまりを守り力を合わせ、住みよいまちをつくります。

１．地域活動に進んで参加し、心のふれあいを大切に楽しい
　　まちをつくります。

あやめ ポプラ よしきり

市の花・木・鳥 潮来市シンボルマーク

潮 来 市 民 憲 章

子育て広場（図）

７ヶ月児育児相談（か）
（H17.10月生）

子育て広場（図）

７ヶ月児育児相談（か）
（H17.10月生）

子育て広場（図）

１歳６ヶ月児健診
（H16.11月生）

June

いたこ Vol.62

４月１日現在・（ ）内は前月比

31,414人

15,521人

15,893人

10,447世帯

（-64）

（-45）

（-19）

（+01）

＋当番医

潮来第一整形外科医院

566-0051

祇園祭おどり大会

＋当番医

方波見医院

564-2714

市制施行５周年

記念式典（中）
＋当番医

大久保診療所

562-2506

平成18年

６月１日号

のカレンダー

子育て広場（中）

イタコシティレガッタ

2006

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）

何でも育児相談（中）

子育て広場（中）

４ヶ月児育児相談（か）
（H18.1月生）

マタニティ・セミナー

（か）

子育て広場（図）

人権相談（高）

婦人科検診（か）

6
訂正のお知らせ

　広報いたこ５月号VOL.61に掲
載しました４月１日現在の「人
口のうごき」については、本年
度から住民基本台帳に関する集
計方法が変更されたことにより、
集計結果が変わりましたので、
右記のとおり訂正いたします。

子育て広場（中）

何でも育児相談（中）

法律相談（高）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

マタニティ・セミナー（か）

ＢＣＧ
（H18.1・2月生）

（牛堀・潮来地区）

子育て広場（中） 子育て広場（中）

１歳児育児相談（か）
（H17.6月生）

子育て広場（中）

３歳児健診
（H15.3月生）

子育て広場（中）

第55回 水郷潮来あやめまつり

こころの健康相談

婦人科検診（か）

子育て広場（図）

４ヶ月児育児相談（か）
（H18.1月生）

子育て広場（中）

婦人科検診（か）

いきいき健康体操（か）

ＢＣＧ
（H18.1・2月生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（図）

１歳児育児相談（か）
（H17.6月生）

潮来節おどりの響演

● 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

（高）…高齢者センター


