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　市の財政は、みなさんから納めていただく税金や国から交付される地方交付税などを財源と

して、市民生活の向上や住みよいまちづくりを目指して運営されています。

　平成17年度は国の構造改革の影響により臨時財政対策債を含めた地方交付税が大幅な減収と

なったこと等により、大変厳しい財政運営となりましたが、組織、機構や人件費抑制を含めた

市行政構造全般の見直しによる経費の節減に努めつつ、「水辺などの自然を生かし、さまざまな

ふれあいのある、住民が豊かさを実感できるまち」の実現にむけ、諸施策を実施いたしました。

歳入 119億5,480万円

会計区分 歳入決算額 歳出決算額

一般会計 119億5,480万3,586円 116億6,982万5,584円

特別会計

・国民健康保険 32億3,615万3,591円 31億3,571万3,979円

・老人保健 23億7,208万1,648円 23億4,129万5,488円

・下水道事業 14億4,550万2,457円 14億3,675万7,352円

・農業集落排水事業 5,284万8,447円 5,041万7,726円

・介護保険 11億4,753万1,148円 11億3,985万6,708円

・墓地事業 846万8,000円 846万8,000円

・公平委員会 50万2,218円 50万2,218円

企業会計

・水道事業収益 7億3,668万8,993円 6億9,704万2,338円

　　 〃 　資本 9,400万5,000円※ 3億3,070万1,758円

・工業用水道事業 1,277万9,532円 1,513万2,463円

潮来市の
財政状況

平成17年度

決 算

会 計 別 決 算

歳出 116億6,982万円

財政調整基金とは……年度間の財源の不均衡を調整し、財政に余裕のある
時は積み立てし、不足の時は取り崩す。

減債基金とは……借り入れた市債（元金・利子）の支払いを計画的に行
うためのもの。

土地開発基金とは……必要に応じ、公共用地を先買するためのお金。
特定目的基金とは……特定の目的（市庁舎建設、公共施設整備、地域振興な

ど）のために積み立てているお金。原則的に、その
目的以外には取り崩すことができない。

潮来市の基金及び市債残高の状況

14年度 15年度 16年度 17年度

35億

30億

25億

20億

15億

14年度15年度16年度17年度

145億

140億

135億

潮来市の基金（貯金）の推移 潮来市の市債（借金）の推移

財政調整基金

減債
基金

土地開
発基金

特定目
的基金

（単位：円） （単位：円）

※不足分については、過年度損益勘定留保資金及び消費税資本的

　収支調整額で補填。

一般会計



農林水産費
園芸・畜産の
振興や林業、
水産業

13,648円

消防費
消防活動など

17,395円

教育費
小中学校の
整備や運営

77,058円

総務費
市の組織全体の
運営（住民票発
行など）

41,340円

衛生費
健康診断やごみ
の収集処理など

35,310円
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　平成17年度決算審査にあたり、市監査委員である塚本昌明、中野庄吾両氏による監

査が実施されました。その意見書の中から総括の結びをご紹介します。

　国の構造改革の影響により地方財政状況はその厳しさを年々増している。このよう

な中で　市税は前年度から増加に転じ1,572万円の増である。一方市債は平成16年度に

比較し6億6,510万円減、また基金は1億7,734万7千円の取崩しが行われている。

　財政の構造をみると経常収支比率は92.1％で平成13年度の87.1％から以降逐年上昇

し、財政の硬直化が年々進んでいることを示している。又、公債費比率は最大ピーク

時を昨年度とし前年度比で1.9ポイント減となったが、特に一般会計・特別会計にお

ける元金合計222億412万3千円に対し利子合計が43億7,713万5千円にものぼり圧迫材

料となっている。

　地方交付税等の減少が続く中で市税収入の重要性は高まっており、収納率の向上と

不納欠損額の抑制は重要な課題である。その課題もここのところ、改善の状況にあり

努力の足跡を残している一方、国民健康保険税の収入未済額が市税合計の収入未済額

よりも多額となり収納率も低い事は大変深刻な問題である。又、介護保険料は市の人

口減少が続く中で対象被保険者数は年々増加し調定額も増加している。しかし対象者

の年齢、収入状況から収納率の低下が最も懸念されるので徴収対策について特段の努

力が必要であろう。

　当市においては人口が減少する現状の中で、充実した市民福祉の向上のために行財

政改革を強く推進し、その上将来を展望した市政運営が行われながら健全財政の維持

を図ることを要望いたします。

監査意見書より（抜粋）

市民１人当たりに
使われたお金371,479円
（平成18年３月31日現在）で算出

民生費
保育所・老人ホー
ム等の運営、障害
者支援など

86,673円

潮来市立図書館建設事業
【7億6,461万円】

学童保育・子育て広場事業【1,724万円】

医療福祉制度の充実【2,227万円】など

潮来第二中学校改築事業
【5億2,559万円】

潮来駅・江寺線整備事業
【9,588万円】

平成17年度　潮来市ではこんな仕事をしました

　潮来市の目的税である入湯税の収入は、観光施設整備事業・観光振興事業に、都市

計画税の収入は、都市計画事業（下水道事業）に使われました。

災害復旧費

1,050円

商工費
観光振興など

6,440円

議会費

4,774円

公債費
市債の返済にか
かる元金・利子

50,754円

土木費
道路や橋、公園
などの整備管理

37,037円

市民１人当たりの

市税負担額97,427円
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介護・介護予防等に関する相談は下記にお問合せください。

潮来市介護福祉課　地域包括支援センター　TEL.63-1111　内線396・397

介護予防の達人を目指してシリーズ

　認知症は歳のせいではありません。認知症は病気による症状の１つです。

認知症の中には、早期ほど対処できる可能性があるものや特別な治療を必要

とするものなどがあります。早期にその原因を突き止めておくことが大切で

す。気になる兆候がある時には、なるべく早くかかりつけ医や専門医療機関

などに相談しましょう。

認知症も早期発見・早期対応

　高齢になったからといって、みんなが認知症になるわけではありません。

認知症の原因の多くは「病気」から起こります。代表的なものに「アルツハ

イマー病」と「脳血管障害による認知症」があります。

　「アルツハイマー病」は脳が萎縮する疾病で、早めに発見・対処すれ

ば薬などで病気の進行を遅らせることが可能な場合があります。

　「脳血管障害による認知症」は、脳の血管が詰まったり（梗塞）、出血したりして、脳に栄養が届か

なくなって起こる認知症です。特に脳梗塞を誘因する「高血圧」「高脂血症」「糖尿病」などの生活習

慣病を放置せずに予防することで、「脳血管障害による認知症」はある程度予防が可能です。

どうして認知症になるの？

「認知症」について知りましょう！

　もの忘れは認知症の大きな特徴の１つですが、ただのもの忘れとは大きく違います。

　ただのもの忘れは、「あれ？昨日の夕飯のおかずは何だったかしら？」「先週、泊まった旅館の名前

は何だっけ？」というように体験の一部を忘れることが特徴です。

　これに対し、認知症のもの忘れは、「ごはんを食べていない」「旅行には行っ

ていない。どうして連れて行ってくれなかったの？」というように、体験した

こと全てをすっかり忘れてしまいます。認知症の人はもの忘れを自覚するとい

うことが困難になります。

　認知症は、もの忘れ（記憶障害）のほか、進行すると様々な症状が出現しま

す。たとえば……

などがあります。

もの忘れが増えてきた。これって認知症？

日時や自分の居場所

がわからなくなる

誰かが部屋にいる

と話す（幻覚）

財布を盗まれた

と騒ぐ（被害妄想）
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　今年の農業所得は、平成19年２月16日から３月15日まで行われる確定申告の際、実際の収

入金額から必要経費を差し引いて計算する「収支計算」になります。

１．農業についての収入金額の把握をお願いします。
　　　収支計算で申告するには、収入金額を基に所得を計算することとなるため、ご自分の収入金額を把

握する必要があります。

２．収入金額の把握の方法は
　　　田作・畑作・果樹・特殊施設・畜産物その他の５つの業種ごとに、以下の４種類の科目に分けて行

います。あわせて、業種ごとの作付面積や収穫量も把握する必要があります。

　　収入金額は「４種類」

　　　①　販売金額：農産物の種類ごとに年間の販売金額（ＪＡ・市場手数料などの出荷に要する経費を

差し引く前の金額）を合計します。

　　　②　家事消費等金額：家事用（贈答用を含む）と事業用で消費した数量に、収穫時の価額（販売単

価からＪＡ・市場手数料などの出荷に要する経費を差し引いた金額）を乗じて計算します。

　　　③　雑 収 入：受取共済金・各種補助金・作業受託収入など、それぞれについて計算します。

　　　④　農産物の棚卸高：収穫した農産物で、その年の12月31日現在で残っているものの数量に、収穫

時の価額（販売単価からＪＡ・市場手数料などの出荷に要する経費を差し引いた金額）を乗じ

て計算します。

３．具体的には
　　　その年分の収入金額を、出荷伝票・納品書・領収書（控）や預金通帳などから記帳することになり

ますが、その際、「収支計算の手引」（税務署作成）などをご活用ください。あわせて、収入金額に関

する記帳や関係書類などは大切に保存してください。（７年間）

４．必要経費を計算する場合は

　　　収入金額だけでなく、必要経費を計算し、収支計算することにより、ご自分の経営状態も把握で

き、さらに経営の改善・向上にも役立ちます。この収支計算の方法等については、潮来税務署にお尋

ねになるか、下記ホームページをご覧ください。

関東信越国税局ＨＰ　http://www.kantoshinetsu.nta.go.jp/

【お問合せ】潮来税務署 ℡.66-6931　潮来市税務課 ℡.63-1111 内線123・124

農業所得を有する皆様へ

農業所得の計算は

収支計算でお願いします
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連覇を達成したＳＯＵＬチーム

100歳を迎えた松﨑松枝さん
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㈲せきぐち総合サービス　潮来市潮来99-24

宝くじ・ロト６・toto
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

日本初！最高６億円くじ

大門 信仁 16,764円

金塚 清一 ５俵

(うるち米４、もち米１)

匿　名 2,000円

善意銀行
（９月分・敬称略）

自動車ポンプの部優勝 第１分団第１部（西町・大塚野・浜丁）

BIG（ビッグ）１口300円

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

10万冊目の貸し出し者 吉川舞夏さん（写真右）

【自動車ポンプの部】

優　勝　第１分団第１部

　　　　（西町・大塚野・浜丁）

準優勝　第11分団第１部（釜谷)

第３位　第４分団第１部（新町)

第４位　第12分団第２部（永山)

第５位　第１分団第２部（上丁)

第６位　第11分団第３部（大賀)

【小型ポンプの部】

優　勝　第４分団第２部（後明)

準優勝　第３分団第２部（十番・十四番)

第３位　第２分団第３部（五丁目)

第４位　第８分団第３部（西区)

第５位　第６分団第３部（小泉)

第６位　第13分団第３部（台上戸)

の無料相談生命保険
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　平成18年４月から障害者自立支援法の一部施行により、身体障害、知的障害、精神

障害のどの障害の人も共通のサービスを受けられるようになりました。そして、平成

18年10月からは、全面施行となり下記のようにサービスの仕組みが変わりました。

障害の程度が一定以上の方に、生活上、療養上の必要な介護を行います。

　・居宅介護（ホームヘルプ）　　　　　・児童デイサービス

　・重度訪問介護　　　　　　　　　　　・短期入所（宿泊）

　・行動援護　　　　　　　　　　　　　・重度障害者包括支援

　・療養介護　　　　　　　　　　　　　・共同生活介護（ケアホーム）

　・生活介護　　　　　　　　　　　　　・施設入所支援

１．新しいサービスの体系……大きく以下の５つに分かれます

平成18年10月から

障害者自立支援法による

サービスが変わりました

身体的、社会的なリハビリや、就労につながる支援を行います。

　・自立訓練（機能・生活）　　　　　　・就労移行支援

　・就労継続支援　　　　　　　　　　　・共同生活援助（グループホーム）

これまでの、更生医療、育成医療、精神通院医療です。

　・（旧）更生医療　　　　　　　　　　・（旧）育成医療

　・（旧）精神通院医療

　　※対象となる疾病、症状等が定められています。

　　※平成18年４月から実施しています。

市の特性や利用者の状況にあわせて、行う事業です。

　・相談支援　　　　　　　　　・コミュニケーション支援事業

　・日常生活用具の給付　　　　・移動支援

　・地域活動支援センター　　　・日中一時支援（短期入所の宿泊なし）など

　　※この事業は、10月以降準備が整い次第、順次開始していきます。ただし、

現在利用されてる方がいるものについては、10月から実施します。

　　※日常生活用具の対象品目は、一部変更になります。

対象になる補装具が一部変更になります。

①介護給付

②訓練等
　給付

③自立支援
　医療

⑤地域生活
　支援事業

④補 装 具
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２．利用方法

３．利 用 料

・身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身

体障害者授産施設、知的障害者更生施設、知的

障害者授産施設、知的障害者通勤寮などは、平

成18年10月以降、平成24年３月までの間に、各

事業所が方針を定め、新体系のサービスへ移行

することになります。各事業所の移行が明らか

になった時点で、介護福祉課へ申請して頂き、

障害程度区分の認定によって利用の可否が決定

します。

・これまでは、補装具でストーマの申請をして頂

いておりましたが、平成18年10月以降は、日常

生活用具で申請をして頂くようになります。な

４．そ の 他

【お問合せ】潮来市介護福祉課　障害福祉グループ　℡.63-1111　内線388・389・393

お、利用者負担額は、補装具と同様の取扱い

（原則１割負担）となります。また、交付につ

いては、これまで通り１回の申請で、２ヶ月単

位を最大６ヶ月分まで一括交付出来ます。

・同一の世帯で、複数の方がサービスを利用して

いる場合には、高額障害福祉サービス費が給付

（償還払い）されます。

・この資料は、国や県から平成18年９月５日現在

の情報を基に、作成したものです。今後、国や

県の方針に修正や変更があった場合は、内容が

異なる場合もありますので、ご了承ください。

①介護給付・②訓練等給付

　利用を希望される方は、介護福祉課に申請をし

て頂き、利用者の調査を行い、障害程度区分の認

定後、支給決定を行います。その後、利用を希望

するサービス提供事業者と契約を結び利用して頂

きます。

③自立支援医療

　更生医療……利用を希望される方は、介護福祉

課へ申請をして頂き書類を審査し決

定します。

　育成医療……利用を希望される方は、潮来保健

所へ申請をして頂き、書類を審査し

決定します。

　精神通院医療……利用を希望される方は、介護

福祉課へ申請をして頂き、県で書類

を審査し決定します。

④補 装 具

　利用を希望される方は、介護福祉課へ申請をし

て頂き、書類を審査し決定します。（これまでの申

請方法と同じです。）

⑤地域生活支援事業

　利用を希望される方は、介護福祉課へ申請をし

て頂き、書類を審査し決定します。利用出来る事

業所等は、市と契約をしている事業所が基本とな

りますが、ご希望があればご相談ください。

①介護給付・②訓練等給付

　原則は１割の自己負担になりますが、世帯の所

得に応じて月額上限額が決まっており、負担が重

くなりすぎないしくみになっています。また、利

用するサービスや、本人の収入、預貯金残高等に

より、減免等もあります。

③自立支援医療

　原則は１割の自己負担になりますが、利用者の

加入されている保険単位の世帯の所得に応じて月

額上限額が決まっており、負担が重くなりすぎな

いしくみになっています。また、疾病、症状等が

「重度かつ継続」に該当する場合は、月額上限負

担額を低く設定されます。

④補 装 具

　原則は１割の自己負担になりますが、利用者の

世帯の所得に応じて月額上限額が決まっており、

負担が重くなりすぎないしくみになっています。

⑤地域生活支援事業

　利用される事業により自己負担額は異なります

ので、介護福祉課へ問い合わせください。
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　指定管理者として「道の駅いたこ」の管理運営

を行っている株式会社いたこ（第３セクター）に

よる市内無料送迎バスが10月８日より運行開始さ

れました。市民の皆様の新しい移動手段としてぜ

ひご活用ください。

フリーライド方式です！

とっても便利！ コース上で乗降り自由な

（一部区間を除く）

バスに向かって
　手を挙げてください

ドライバーに直接
　　　お伝えください

乗る
とき

降りる
とき

いたこ号＜直行コース＞

いたこ号＜主にその他のコース＞

いたこ市内
無料送迎バス路線図

生活に・観光に

潮来の

新しい足

道の駅いたこ
道の駅いたこ

いたこ市内無料送迎バス

運行開始！
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延方駅 9:00 11:00 12:30 14:00 16:00

道の駅いたこ 9:06 11:06 12:36 14:06 16:06

水郷潮来バスターミナル 9:08 11:08 12:38 14:08 16:08

中央公民館 9:12 11:12 12:42 14:12 16:12

日の出８丁目 9:14 11:14 12:44 14:14 16:14

ショッピングセンター アイモア 9:17 11:17 12:47 14:17 16:17

あやめ２丁目 9:18 11:18 12:48 14:18 16:18

潮来駅 9:20 11:20 12:50 14:20 16:20

セイミヤ潮来店 9:22 11:22 12:52 14:22 16:22

潮来公民館前 9:24 11:24 12:54 14:24 16:24

大黒天 9:27 11:27 12:57 14:27 16:27

潮来ふるさと館 9:28 11:28 12:58 14:28 16:28

潮来市立図書館前 9:36 11:36 13:06 14:36 16:36

永山交差点入口 9:38 11:38 13:08 14:36 16:36

ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー 9:42 11:42 13:12 14:42 16:42

牛堀公民館 9:44 11:44 13:14 14:44 16:44

牛堀中学校入口 9:45 11:45 13:15 14:45 16:45

ヘルスランドさくら 9:48 11:48 13:18 14:48 16:48

水郷県民の森 9:52 11:52 13:22 14:52 16:52

　直行コース（火～日運行）

水郷県民の森 10:00 12:00 13:30 15:00 17:00

ヘルスランドさくら 10:04 12:04 13:34 15:04 17:04

牛堀中学校入口 10:08 12:08 12:38 15:08 17:08

牛堀公民館 10:10 12:10 13:40 15:10 17:10

ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー 10:12 12:12 13:42 15:12 17:12

永山交差点入口 10:16 12:16 13:46 15:16 17:16

潮来市立図書館前 10:18 12:18 13:48 15:18 17:18

潮来ふるさと館 10:26 12:26 13:56 15:26 17:26

大黒天 10:27 12:27 13:57 15:27 17:27

潮来公民館前 10:30 12:30 14:00 15:30 17:30

セイミヤ潮来店 10:32 12:32 14:02 15:32 17:32

潮来駅 10:34 12:34 14:04 15:34 17:34

あやめ２丁目 10:35 12:35 14:05 15:35 17:35

ショッピングセンター アイモア 10:36 12:36 14:06 15:36 17:36

日の出８丁目 10:39 12:39 14:09 15:39 17:39

中央公民館 10:41 12:41 14:11 15:41 17:41

水郷潮来バスターミナル 10:44 12:44 14:14 15:44 17:44

道の駅いたこ 10:46 12:46 14:16 15:46 17:46

延方駅 10:52 12:52 14:22 15:52 17:52

道の駅いたこ 8:24

延方駅 8:30

潮来第二中学校 8:32

特別養護老人ホームあやめ荘 8:34

かんぽの宿潮来入口 8:36

大生原小学校 8:38

大生原郵便局 8:39

大生原公民館（着） 8:41

大生原公民館（発） 8:45

大生原郵便局 8:47

大生原小学校 8:48

かんぽの宿潮来入口 8:49

特別養護老人ホームあやめ荘 8:52

潮来第二中学校 8:54

延方駅（着） 8:56

延方駅（発） 8:56

潮来第二中学校 8:58

北浦ヶ丘団地 8:59

築地分譲団地 9:05

後明 9:08

潮来市役所 9:11

セイミヤ潮来店 9:16

潮来駅 9:18

あやめ２丁目 9:20

ショッピングセンター アイモア 9:21

日の出８丁目 9:24

中央公民館 9:27

水郷潮来バスターミナル 9:30

道の駅いたこ 9:33

延方駅 9:40

　コースＡ（火・木運行）

延方駅 15:30

道の駅いたこ 15:36

水郷潮来バスターミナル 15:39

中央公民館 15:42

日の出８丁目 15:45

ショッピングセンター アイモア 15:47

あやめ２丁目 15:48

潮来駅 15:50

セイミヤ潮来店 15:52

潮来市役所 15:56

後明 15:59

築地分譲団地 16:02

北浦ヶ丘団地 16:08

潮来第二中学校 16:09

延方駅（着） 16:11

延方駅（発） 16:11

潮来第二中学校 16:13

特別養護老人ホームあやめ荘 16:15

かんぽの宿潮来入口 16:16

大生原小学校 16:18

大生原郵便局 16:19

大生原公民館（着） 16:21

大生原公民館（発） 16:25

大生原郵便局 16:27

大生原小学校 16:28

かんぽの宿潮来入口 16:30

特別養護老人ホームあやめ荘 16:32

潮来第二中学校 16:34

延方駅 16:36

道の駅いたこ 16:42

道の駅いたこ 15:10

延方駅 15:16

道の駅いたこ 15:22

水郷潮来バスターミナル 15:24

中央公民館 15:28

日の出８丁目 15:31

ショッピングセンター アイモア 15:34

あやめ２丁目 15:35

潮来駅 9:20 15:38

内洲第二児童公園 9:21 15:39

大黒天 9:22 15:40

潮来ふるさと館 9:23 15:41

潮来市立図書館 9:29 15:47

永山 9:31 15:49

ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー 9:35 15:53

牛堀公民館 9:37 15:55

かすみ保健福祉センター 9:41 15:59

稲荷山公園 9:45 16:02

潮来市役所 9:48 16:05

後明 9:51 16:08

潮来高等学校入口 9:55 16:12

潮来市立市民プール 9:58 16:15

セイミヤ延方店 10:02 16:19

延方駅 10:05 16:22

道の駅いたこ 10:11 16:28

 コースＢ（水・金運行）

道の駅いたこ 10:00 14:50

前川多目的研修集会施設 10:04 14:54

徳島田園都市センター 10:10 15:00

水郷トンボ公園 10:12 15:02

ふるさとコミュニティセンター 10:14 15:04

水郷潮来バスターミナル 10:17 15:07

潮来駅 10:24 15:14

辻大橋南 10:28 15:18

道の駅いたこ 10:36 15:26

延方駅 10:42 15:32

 コースＣ（土・日運行）

バスについてのお問い合わせ

道の駅いたこ TEL.0299-67-1161
http://www.michinoeki- itako.jp/

生活

潮

無料送迎バス時刻表（月曜日全線運休）
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　潮来市地球温暖化対策実行計画で、温室効果ガス総排出量を平成12年度の実績数値を基準に平成14年度か

ら平成18年度までの５ヶ年で３％削減することを目標としています。（市役所各課関係機関による）平成12年

度の温室効果ガス総排出量7,722,487kgを平成18年度までに7,490,813kgまで削減する計画です。

　平成17年度は、市役所庁舎内を中心にクール・ビズを実施したことによる電気量の減少・燃料等の減少分

（約12％）や潮来クリーンセンターの灰溶融施設の停止に伴うＣ重油の使用中止分（約37％）などがあり温

室効果ガス総排出量3,975,544kgで、全体で基準値の49％削減を達成いたしました。

　潮来市では、今後も電気及び燃料の削減に重点を置き、温室効果ガスの排出の大部分を占める二酸化炭素

の排出の抑制に努めます。市民の皆様、地球温暖化対策へのご理解とご協力をお願い致します。
（単位：㎏）

平成17年度の温室効果ガス総排出量の結果をお知らせします

年度 電 気 ガソリン 灯 油 軽 油 Ａ重油 Ｃ重油 ＬＰＧ その他 計 削減率

平成12 3,115,989 142,195 1,680,074 65,077 534,050 2,063,389 112,235 9,478 7,722,487

平成17 2,659,902 139,119 854,543 26,833 266,141 0 19,117 9,889 3,975,544 49％

浄化槽管理者（使用者）の皆様へ
潮来衛生センターからのお願い

　保守点検とは、定期的に機器の点検・調整・補修や消毒剤の補給等を行うものであり、清掃とは、浄化槽

内の汚泥を必要量に保ち、また余分な汚泥を吸引車で収集運搬することです。

　浄化槽法により次のことが義務付けられています。

　浄化槽の清掃を行った後の汚泥は、市で許可をしている清掃業者が潮来衛生センターに搬入しています。

　一年以上保守点検・清掃をしていない浄化槽は、汚泥が腐敗してスカム（汚泥のカスが固まった物）とな

り、処理の上での障害や機械類の故障の原因になります。浄化槽保守点検清掃を毎年行うようご協力をお願

いします。

浄化槽の保守点検３回/年　　浄化槽の清掃１回/年

潮 来 環 境 衛 生 ㈲《潮　来》

水　郷　衛　生　社《日の出》

小　松　崎　清　掃《堀之内》

麻　生　衛　生　舎《麻　生》

㈱　和　城　産　業《鹿　嶋》

℡.62-2247
℡.67-5783
℡.67-5960
℡.66-4427
℡.63-0054
℡.73-2296
℡.82-5931

※料金等のお問い合わせは、浄化槽の種別（単独・合併及び何人槽か）を確認のうえ各業者へご相談ください。

【お問合せ】潮来市環境課 施設管理センター　℡.64-5050

℡.62-2247

℡.66-3692

℡.64-6154

℡.73-2296

℡.82-5931

潮 来 環 境 衛 生 ㈲《潮　来》
茨城ビルメンテナンス㈱《水　原》
小 沼 技 研 工 業 ㈲《水　原》
日　清　設　備　㈱《日の出》
㈱ライフクリーンサービス 《潮　来》
麻　生　衛　生　舎《麻　生》
㈱　和　城　産　業《鹿　嶋》
茨城県登録業者「潮来市内営業可113社の内」市内に営業所を

有するか清掃許可を兼ねている業者を参照掲載しました。

消毒剤の点検・補給

モ ー タ ー の 点 検

汚 泥 の 調 整・移 送

浄化槽機能の診断

努めましょう

浄化槽の

保守・点検・清掃

一般廃棄物収集運搬業（し尿）

浄化槽清掃業許可業者

保 守 点 検 業 者
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　９月１日（金）「霞ヶ浦の日」、潮来市家庭排水浄化推進

協議会（会長：小沼 文江氏）が市内２カ所（セイミヤ延

方店、ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー）において、

『霞ヶ浦を守るのは私たちの生活を守るため』と、霞ヶ

浦の水質浄化キャンペーンを行いました。

　霞ヶ浦は、古代から私たちの生活に欠かせない存在で、

多くの動植物を育む雄大な自然は、長い間、人々の生活

を支えてきました。

　現在は私たちの生活用水、また農業用水の源として重

要な存在となっていますが、水質悪化の問題は長年の課

題となっており、水質を改善していくには一人ひとりの心がけが大切です。

「霞ヶ浦の日」街頭キャンペーン

　ごみの発生を抑制するとともに有限な資源の有効利用を図り、市民のごみに対する認識を深めるため、

市内の地域住民で組織する団体が資源物を自ら分別し回収することに対して、奨励金を交付しています。

リサイクル推進団体奨励金についてのお知らせ

（１）紙　類（新聞、雑誌、段ボール、牛乳パック、紙箱等）

（２）びん類（酒びん、ビールびん等）

（３）缶　類（スチール缶、アルミ缶）

（４）ペットボトル　など

　子ども会、地域女性団体、高齢者クラブその他地

域住民で組織され、以下の条件を備えた団体としま

す。ただし、事業所等の団体は除きます。

　１．団体構成者全員が潮来市民であること。

　２．資源物の分別回収を団体構成者で継続的に実

施することができ、おおむね10人以上の参加が

あること。

　３．営利を目的としないこと。

　４．複数の団体が事業を一緒に行った場合又は行っ

たと考えられる場合は、１団体扱いとします。

　団体基本額（3,000円）＋従量額（５円/㎏）を加えた

額です。合計額で100円未満が生じた場合は以下切り

捨てとします。

　１．びん類等で重量測定が困難な場合は、みなし

重量から計算します。

　２．同一団体から複数回の申請があった場合は、

２回目以降は、従量額のみの交付となります。

　３．奨励金は、１団体につき年間30,000円を上限

とします。

　リサイクル推進団体助成実績報告書に資源物の回

収を業とするものが発行した計量票等及び事業実施

中の写真（デジタルカメラによるプリント可）を添

付して提出して下さい。詳しくは環境課までお問い

合わせください。

【お問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111　内線251～253

 「資源物」とは 

 「支給対象団体」は

 「奨励金の額」は

 「申請」するには

 ※「霞ヶ浦の日」

「茨城県霞ヶ浦の富栄養化の防止

に関する条例」（1982年（昭和57年））

の施行を記念し、県民の水質浄化

に対する意識を高めるために設け

られました。

『霞ヶ浦』は、西浦、北浦、常陸利

根川、鰐川、外浪逆浦の総称です。

 霞ヶ浦の汚れの大半は生活排水です

 きれいな霞ヶ浦のために私たちができること

　霞ヶ浦から取水される量の約９割は農業用水、残りの１割が工業用、

上水道用水として利用されますが、水質悪化の原因の大半は生活排水です。

○台所には、目の細かいストレーナーなどを使いましょう

○鍋やお皿の油汚れは拭き取り、洗剤の量を減らしましょう

○調理くずは、なるべく出さず、また、堆肥などとして利用しましょう

○お風呂の残り湯は有効利用しましょう
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件　　　　　　名 施工場所
予定価格（円）
（税抜き）

落札価格（円）
（税抜き）

契約業者名 業者数

市道（潮）1655号線道路改良工事 須賀・曲松地内 9,400,000 9,100,000 ㈱松崎土木 10

潮来第二中学校屋内運動場改築工事 新宮1868-1 390,000,000 385,500,000 常総・高須特定建
設工事共同企業体

3

Ｈ18市道（潮）918号線待避所整備工事 上戸地内 2,380,000 2,300,000 ㈲櫻屋建設工業 7

潮来衛生センター槽内清掃業務委託 潮来衛生センター 1,280,000 800,000 勝田環境㈱ 6

Ｈ18市道（牛）2279号線地質調査解析業務委託 永山地内 3,500,000 3,250,000 ㈱オカダ地質測量事務所 7

Ｈ18市道（潮）382号線詳細設計業務委託 水原地内 2,100,000 1,950,000 根本測量設計㈱ 6

日の出地区１号・３号幹線伏越協議資料作成業務 日の出地内 3,200,000 2,900,000 昭和測量㈱ 6

大生住宅Ａ棟　取壊し工事 大生地内 5,170,000 5,000,000 ㈱菱木土建 8

Ｈ18国補潮来駅江寺線・潮来牛堀環状線路線測量業務委託 潮来・上戸地内 1,500,000 1,350,000 ㈱マエシマ測量設計 7

平成18年度潮来市田の森浄水場運転管理業務委託
田の森浄水場
他３箇所

39,580,000 22,984,649 株式会社　水世 4

18国単合冊潮第１号地籍調査測量業務委託（島須Ⅰ・島須Ⅱ） 島須地内 11,000,000 10,350,000 第一航業㈱北関東支社 6

平成18年度潮来市水道事業工業計器精密点検整備委託
田の森浄水場・
茂木浄水場

2,800,000 2,600,000 福井電機㈱茨城営業所 5

潮来第二中学校屋内運動場附帯工事 新宮1868-1 32,400,000 30,750,000 常総開発工業㈱ 9

18国補流潮公下第１号管路施設工事 大洲地内 13,400,000 12,700,000 大塚建設㈱ 8

18国補流潮公下第２号管路施設工事 大洲地内 13,300,000 12,600,000 ㈲櫻井建設 8

18国補流潮公下第３号管路施設工事 新宮地内 9,350,000 8,880,000 成毛建設㈲ 6

18単独流潮公下第２号管路施設工事 大洲地内 13,500,000 12,800,000 ㈲アサノ建設 7

延方小学校Ｄ棟外壁補修工事 延方小学校地内 2,400,000 2,300,000 ㈱江口工務店 7

18国補市道（潮）１級10号道路改良工事 第２工区 潮来地内 30,000,000 27,000,000 ㈱茂木工務店 15

18国補潮来駅江寺線・潮来牛堀環状線地質調査解析業務委託 潮来・上戸地内 3,400,000 3,100,000 東洋地質㈱ 7

Ｈ18市道（潮）１級３号線道路改良工事 築地地内 18,100,000 17,200,000 ホリケン㈱ 9

Ｈ18市道（潮）634号線道路改良工事 大生地内 10,000,000 8,360,000 ㈲三ツ矢工業 8

Ｈ18市道補修工事（その１） 大塚野地内 2,860,000 2,720,000 ㈲櫻屋建設工業 6

小泉地内国道51号線横断管推進工事 小泉地内 92,000,000 87,000,000 ㈱柏崎工務店 14

平成18年度　入札結果
（平成18年４月１日～平成18年９月30日まで）

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

「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
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【お申込み・お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター内）TEL.64-5240

前回に引き続き「子どもの睡眠のリズム」についてご紹介いたします。

「子どもの睡眠のリズムづくり」には、“眠る環境を整えてあげる”ことが大切です。

眠る環境を整えてあげる５つのポイント

①早 起 き……朝は早めに起こしてあげましょう。不機嫌で当然、じゃれてなだめてあげましょう。

朝の光を大切に。カーテンを開けたくさんの朝日を浴びて生体時計をリセットしましょう。

②昼間の活動……昼間、たっぷりと体を動かし、活動しましょう。

③昼寝の時間……３時半を過ぎてもお昼寝が続いていると夜10時前に寝ることが難しくなります。お昼

寝も３時までには起こしてあげましょう。モゾモゾと動き始めたときが、起こすチャンス

です。

④お風呂の時間と温度……お風呂に入って体温が上がると、ぱっちりと目が覚めてしまいます。お風

呂のお湯はぬるめにするか、もしくは熱いお湯に入るなら寝る数時間前にお風呂をすませ

たいものです。

⑤入眠儀式……入眠儀式を作ることも大切です。例えばお風呂に入って・着替えて・歯を磨く流れを

作ったり、「トイレさんおやすみなさい、おフロさんおやすみなさい」と電気を一つずつ消

していくなど、眠るまでの段取りを決め毎日繰り返すことが

　　　　　大切です。部屋を暗くして寝かしつけてあげましょう。

＊これらを基本に、各ご家庭で創意工夫をしてみてください。

　きっと、その子にあった形が見つかることでしょう。

みんなで元気づくり
保健センター
ニュース

シリーズ

No.5

　第一線で治療に取り組んでいる先生に、「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」について

分かりやすく説明していただきます。「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」を入り口に、

健康生活を考えてみませんか？この機会にぜひご参加ください。

○講演内容　　「知っ得！メタボリックシンドローム」

　　　　　　　～メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）から健康生活へ～

○講　　師　　順天堂大学医学部内科教授　　河盛　隆造 先生

○日　　時　　平成１８年１１月２０日（月）　午後１時～３時

○場　　所　　かすみ保健福祉センター（潮来市島須777）

○定　　員　　１００名（定員になり次第締め切ります。）

○申込方法　　電話にて下記までお申込みください

○主　　催　　潮来保健所管内保健師業務研究会

　８月号で「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」についてご紹介しましたが、

さらに詳しく知る機会として講演会をご紹介します。

＊＊＊ 講演会のお知らせ ＊＊＊

参加費

無 料



16広報いたこ 2006
11月号 Vol.67

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.48VOL.48

　「Ｅ～クオリティーカフェ」は、男女共同参画社会の実現に向けさらなる理解増進と浸

透のため、専門分野の学者や専門家等と市民の皆様誰もが、市内の公共施設を始めとした、

身近な場所で、気軽に男女共同参画社会の視点で学習し語り合う場をつくっていこうとい

う事業です。

　女性の活躍は現代社会ではめずらしくありませんが、厳しい歴史の中で生きた女性たち

はどうであったか、潮来を始めたとした茨城県内の歴史を学習し、なかでも、江戸時代は

幕末まで活躍された女性たちの歴史についてふれます。その当時の女性たちがどのように

生き、また、その生き方が現代の私たちにどのように影響しているかなどを２回にわたり

学習していきます。市民の皆様のご参加をお待ちいたしております。

第４回「Ｅ～クオリティーカフェ」を開催します

　潮来市では総合的な男女共同参画の相談窓口を設置し、男女の人権に関わることやＤＶ（ドメス

ティック・バイオレンス）等の相談を行っています。特にＤＶに関してはさまざまで、身体的・精

神的な暴力がふるわれています。

　被害にあわれている方だけでなく、ご近所や身近な方の中で悩んでいると見受けられる場合等に

ついても、どうぞ市の相談員にお気軽にご連絡ください。勇気を持って相談しましょう！

◎専任の相談員が，あなたの秘密を厳守し最善のアドバイスをいたします。

　　　　　　＜相談日＞　毎月第２・４木曜日　午後１時～５時まで　

　　　　　　＜連絡先＞　潮来市男女共同参画総合相談窓口　℡.６２－２７２７

　　　　　　　　　　　　（他市町村の方からの相談も受け付けます。）

※緊急を要する場合等は、相談日以外でも受け付けます。

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　℡.63-1111 内線206

茨城県婦人相談状況(H17年度集計)　3,743件（うちＤＶ相談 747件）

◎開催日：(前編) 10月27日(金) 19:00～21:00

　　　　　(後編) 11月２日(木) 19:00～21:00

◎場　所：潮来市役所 ３Ｆ 第一会議室

◎テーマ：「江戸時代　幕末まで活躍した女性達」(前編・後編)

　　　　　＊講師：潮来市郷土史研究会会長　山澤 幸次 氏

◎先　着：５０名

あなたは、一人で悩んでいませんか。

皆さんご存じですか？ ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)は犯罪です。

ＤＶは身近にあります！

開催趣旨

内　容
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

「奥の細道」「図説江戸の芭蕉を歩く」「石に刻まれた芭蕉全国の芭蕉句碑・塚

碑・文学碑・大全集」「茨城の芭蕉句碑ふるさと文庫」「俳人の書画美術」など

潮来市内にある芭蕉の句碑
◆大洲水神社の句碑　刈かけし田面の鶴や里の秋　　桃青（芭蕉）

◆長勝寺の連句碑　　塒（ねぐら）せよ藁干す宿の友雀　松江：主人（本間道悦）

　　　　　　　　　　秋をこめたるくねの指杉　　　桃青：客（芭蕉）

　　　　　　　　　　月見んと潮引きのぼる舟とめて　曾良：芭蕉の弟子

図書館へ

今月の本棚

よ う こ そ

図書館だより

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午前10時30分 午後１時 午後３時30分

11

３日(祝) 理由なき反抗(13:30～） ペリカン文書（16:00～）

４日(土) すてきな三にんぐみ[ほか３作品] 恋愛適齢期

５日(日) すてきな三にんぐみ[ほか３作品] 俺たちに明日はない アメリカングラフィティ

11日(土) ウルトラマンコスモスVS.ウルトラマンジャスティス ムーラン・ルージュ

12日(日) ウルトラマンコスモスVS.ウルトラマンジャスティス 審　判 第三の男

18日(土) ポケットモンスター セレビィ時を越えた遭遇 偉大なるアンバーソン家の人々

19日(日) ポケットモンスター セレビィ時を越えた遭遇 市民ケーン 偉大なるアンバーソン家の人々

23日(祝) イキングット 第三の男 審　判

25日(土) 映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城 ウエストサイド物語

26日(日) 映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城 オズの魔法使い マイ・フェア・レディ

日にち 午後２時～

11月４日

(土)
読み聞かせ（いたこのむかしばなし）
図書館のおにいさん、おねえさん

11月11日

(土)
読み聞かせ（七五三のおはなし）

いたこおはなし会

11月18日

(土)
読み聞かせ（ちいさい秋のおはなし）
図書館のおにいさん、おねえさん

11月25日

(土)
読み聞かせ（勤労感謝の日のおはなし）

うしぼりおはなし会

※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。
　（11月３日（金）は午後１時から整理券を配布します）

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

11月の図書館カレンダー高齢者の方へ図書館利用のお勧め

大活字本（大きな字の本）

　100歳「元気生活」のススメ、脳を鍛える大人の名作読本、あなたと読む恋

の歌百首、最高に笑える人生、生きてきた道、語りかける花、わたしの脇役

人生、「源氏物語」の男たち、今に語りつぐ日本民話集、いきいきトーク知識、

著名人が語る＜生きるヒント＞、日本の名随筆生きるってすばらしい など

※この他にも大活字本を豊富に取り揃えてあります。また、朗読ＣＤ・ビデ

オ・ＤＶＤ、ルーペ、拡大読書器等もご用意しております。どうぞ、受付

でスタッフにお声をかけてください。お待ちしております。

10月12日芭蕉忌　松尾芭蕉（寛永21年(1644年)～元禄7年(1694年)10月12日）

 青少年、大人向け読書集会

【日　時】11月３日（金）文化の日

　　　　　午後２時～４時（祝日開館）

【テーマ図書】星野富広著の詩画集「風の旅」

　　　　　県立図書館より25冊貸出を受け、利用者の

皆さんに貸し出します。読書集会当日に、

みんなで読後感を話し合いましょう。以前

に読んだ方も歓迎します。

【貸出期間】10月17日（火）～11月３日（金）

※利用カードをご持参の上、カウンターでお申し込みください。

 おはなし会拡大版

【日時】10月28日（土）午後２時～３時

　　　　うしぼりおはなし会の日

【内容】・パネル「わたし」

　　　　・大型紙芝居「バーバパパの色遊び」

　　　　　ほか

　　　　　　　絵本から発展し、パネルや大

型紙芝居を使って、通常のお

はなし会の拡大版を実施しま

す。どうぞ、お楽しみに。

◎10月27日は文字・活字文化の日、10月27日～11月９日は読書週間です
秋の夜長に本を読みましょう。読書推進標語「しおりいらずのいっきよみ」
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【お問合せ】潮来市都市建設課　道路公園管理室　℡.63-1111 内線343

　市民の皆様には、地域の道路・公園・側溝について、

区や班などの単位で自主的に清掃をしていただき、あり

がとうございまさす。

　地域によっては、隣接する区が連携をとりながら、長

距離にわたって草刈りを実施し、通学路の安全を確保し

ていただいております。また、ある地区では退職された

方々がボランティアで、排水路に溜まった土砂を使って土のうを作っています。その土のうは、道路等

の緊急時の補修に使用させていただいております。

このように、市民の皆様の自主的な活動が、これからの「住みよいまちづくり」の為に必要となります。

　　｢住民による、地域に根ざしたまちづくり」の実現のため、今後とも皆様の周辺の道路・公園・側溝

などの公共物の管理について、ご協力をお願いします。

　私も市長になって６年目となり、これまで様々な出

来事や出会いがありました。その中で私が気になった

いくつかのことを、記したいと思います。

①ある食堂に行き、カツライスを注文しました。ソー

スをかけようとすると詰まっていてソースが出ません

でした。店の人に話しをすると、「しばらく使っていな

いから……」とのことでした。

②名古屋で開催された、全国都市問題会議に参加をし

た時の事です。会議は環境問題がテーマであり、ボラ

ンティアの皆さんが事例発表をされました。その中で、

「ゴミ拾いのボランティアをしていると、ゴミを捨て

る人達のモラルの低さを嘆きたくなるが、『ゴミを捨て

る人がいるから私たちはボランティアとして活動が出

来るんだよ』という言葉を聞いた時に、目からうろこ

が落ちた」という話をされた方がいました。

③前川あやめ園のあやめは、関係者のご努力により昨

年をはるかに上回る生育状況で、癒しの環境を創り、

あやめまつり大会期間中には多くの方々の目を楽しま

せることが出来ました。ところが、６月のある日、市

民から「前川あやめ園は雑草が生えていて見苦しい。

管理はどうなっているのか」という指摘を受けました。

早速現地を見に行くと、私の感覚ではさほどのことで

はないと思い、また、一緒に見に行った人も、少しく

らいは雑草が生えている方が自然でいいと思う、とい

う意見でした。

④公共料金の値上げをする時は市執行部、市議会とも

に大変気を使います。提案する立場である私も、家に

帰れば一市民です。一市民の立場で考えれば、当然値

上げは反対です。しかし、市長として市の将来を考え

ると、値上げもやむを得ないと、苦渋の決断をしなけ

ればならない場合もあります。また、議場という公開

の場で賛成、反対の意見を明確にしなければならない

議員の皆さんも、苦渋の決断を余儀なくされます。あ

る議員は「市民に値上げのことを聞いたら、聞いた人

全員が反対でしたので、私も反対します」という意見

で、結局本会議でも反対されました。反対と言った市

民の方の考えは理解できますが、我々行政や市議会に

たずさわる者は、様々な要因を考慮に入れて判断して

いくことが求められるのではないでしょうか。

⑤ある方から伺ったことですが、「能ある鷹はツメを隠

す、という言葉がありますが、最近は能ない鷹がツメ

を出すえらい世の中になってきた。市長さんもそう言

われないよう勉強しなさい」というお話でした。

⑥ある議員から、「市が主催、関係する会議の前には

『起立、礼』を励行したほうがよい」という提案があ

りました。

　現在、議会では定例会だけでなく、全員協議会や各

常任委員会のはじまる前にも、全員起立し、礼をして

から始まります。確かにピリッと締まった雰囲気とな

り、スムーズに筋道たった議論に入ることが出来ます。

しかし、市が主催する多くの会議において、行政側か

ら一方的に『起立、礼』を進めると、雰囲気がかたく

なりすぎ、率直な意見が出ないのではないかという心

配もあります。ある高名な方からも「会議は気が張り

すぎても、緩みすぎてもよくない。程ほどにいい塩梅

にした方がよい」との声がありました。また、市民の

皆さんの受け取り方はどうなのか、他の議員にそれと

なく聞いてみると、やはり程ほどにがよいとの声が多

いようです。

　市民の皆さんは、どう思いますか？

　平成18年10月

皆さんは、どう思いますか？

6363

きれいにしよう

みんなの道路・公園
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

朝井医院566-7677

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H17.11月生）

三種混合・追加者（か）
（H18.5月31日以前生）
（牛堀地区）

子育て広場（中）
三種混合・追加者（か）
（H18.5月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.3月生）

子育て広場（図）
ＢＣＧ（H18.6・7月生）

（牛堀・潮来地区）

子育て広場（中）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H17.11月生）

三種混合・追加者（か）
（H18.5月31日以前生）
（潮来地区）

勤労感謝の日

三種混合・３回目（か）
（H18.5月31日以前生）

（潮来地区）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
法律相談（高）

１歳６ヶ月児健診
（H17.4月生）

マタニティ・セミナー
（か）

November

のカレンダー月

● 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

11 子育て広場（中）
マタニティ・セミナー（か）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.6月生）

三種混合・３回目（か）
（H18.5月31日以前生）
（津知・延方・大生原地区）

文化の日

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H18.6月生）

三種混合・３回目（か）
（H18.5月31日以前生）
（牛堀地区）

７ヶ月児育児相談（か）
（H18.3月生）

ＢＣＧ（H18.6・7月生）

（津知・延方・大生原地区）

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

潮来第一整形
外科医院
566-0051

松岡修造の

テニスパーク（中）

＋当番医

石毛医院562-2523

いきいき健康体操（か）
ストレッチ体操（い）
こころの健康相談（か）

潮来市職員（保健師）採用試験案内
潮来市職員採用試験を次のとおり行ないますのでお知らせします。

◎試 験 日：11月16日（木）　　　◎受付期間：10月10日（火）～10月27日（金）

◎職種、採用予定人員：保健師１名
　　　　　　昭和46年４月２日以降に生まれた人で、保健師の免許取得者、または平成19年３月

末までに実施される国家試験により取得見込みのある人

◎採用時期：平成19年４月１日予定

◎試験内容：面接試験、適性検査、書類検査

◎申込資料（申込用紙、募集要項等）の請求方法

　　　　　　①郵送による請求

　　　　　　　封筒の表に「職員採用試験申込用紙請求」と朱書きし、あて先を明記した書面と

120円切手を同封してください。

　　　　　　②直接来庁による請求

　　　　　　　市役所総務課（２階）にてお渡しします。

※詳細については、募集要項をご覧ください。

[申込資料請求・お問合せ]

〒311-2493 潮来市辻626番地 潮来市総務部総務課 TEL.63-1111（内線222・223）

第30回潮来市民文化祭
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【問合せ】潮来市総務課 交通防災グループ

　　　　　℡.63-1111　内線234・235
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　市長へのたより

総数 女 10,478世帯（＋16）世帯数15,843人男 15,452人 （－ 1）（－ 8）31,295人（－ 9）

①「ジュニアクリニック」
　午前10時～11時

☆内　容：松岡修造さんが小中学生に直接指導し、楽

しみながらレベルアップをするテニス教室

☆対　象：小学校５年生～中学生までの軟式テニス

経験者

☆募集人数：20名程度（往復はがきで申込む）

☆持参する物：ラケット、上履き用スポーツシューズ、

下足入れ袋

②「一般クリニック」
　午前11時10分～12時40分

☆内　容：松岡修造さんが直接指導する、技術の向

上を目指した本格的な硬式テニス教室

☆対　象：高校生以上の中・上級者

☆募集人数：20名程度（往復はがきで申込む）

☆持参する物：ラケット、上履き用スポーツシューズ、

下足入れ袋

③「ショートテニス体験コーナー」
　午後12時40分～１時20分

☆内　容：ミニネット・スポンジボール・短いラ

ケットを使用しショートテニスを体験

☆対　象：限定なし　参加自由

☆持参する物：上履き用スポーツシューズ、下足入れ袋

④「修造にチャレンジ」
　午後１時30分～２時

☆内　容：松岡修造さんと１球だけ打ち合える。ポ

イントを取れればプレゼント有り

☆募集人数：当日30名募集

☆持参する物：上履き用スポーツシューズ、下足入れ袋

⑤「松岡修造トークショー＆お楽しみ抽選会」
　午後２時～２時45分

☆観覧自由　※参加無料

☆持参する物：上履き用スポーツシューズ、下足入れ袋

①「ジュニアクリニック」②「一般クリニック」に参加

希望の場合のみ、事前に申込みが必要となります。往復

はがきに、住所・氏名・電話番号・年齢・希望のコー

ナー・テニス歴を明記し下記までお申込みください。

　　　　　〒311-2495　潮来市牛堀17

　　　　　潮来市役所牛堀出張所　生涯学習課

　　　　　「テニスパーク（クリニック名）」係

※応募は１人１通とし、応募多数の場合は抽選のうえ参加

整理券を発送します。

【申込締切】10月26日（木）

【お問合せ】潮来市生涯学習課 スポーツ振興グループ

　　　　　℡.64-2611　内線641・642

ＮＨＫスポーツパーク

「松岡修造のテニスパーク」のお知らせ

【日　時】10月22日（日）午後１時30分～４時

【場　所】潮来公民館 大ホール

【内　容】第１部 防犯活動報告

　　　　　第２部 防犯コンサート（茨城県警察音楽隊）

　はじめに第１部として、市内において防犯活動

に取組んでいる団体の代表の方々から、日ごろの

活動をご紹介いただき、その後、行方署から自主

防犯活動についてのアドバイスをもらい、安心・

安全なまちづくりを考えて行くものです。

　そして第２部として、茨城県警察音楽隊のコン

サートをお楽しみください。

　是非、皆さんで参加してください。

潮来市防犯の集い ～みんなで つくろう 安心の街～

【日時】11月19日（日）午前９時～午後３時

【会場】中央公民館体育室　　【内容】受付・開会式　午前９時～10時

あて先

申 込 方 法


