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潮来小５年生が潮来ロータリークラブより寄贈された苗木を植樹

（４/18・稲荷山公園植樹式）

潮来小５年生が潮来ロータリークラブより寄贈された苗木を植樹

（４/18・稲荷山公園植樹式）
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　国道51号曲松交差点は、鹿嶋方面から

成田佐原方面に向かって進むと県道が左

へゆるやかに分岐し、その手前に市道が

左へ直角に分岐していますが、道路案内

標識には市道が記載されてませんでし

た。

　そのため、市道に入るため車線変更し、

左折する車を後続車が県道に入るものと

誤認し、以前には事故も起きていました。

　そこで、この道路案内標識（写真上）

に市道を書き入れてほしいと、国土交通

省国道事務所に改善を依頼した結果、標

識に市道が書き入れられました。（写真

下）（平成17年度事例）

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　秘書グループ　℡.63-1111 内線205

姥 貝　好 雄

相談委員

木 内　洋 子

相談委員

牛堀地区担当潮来地区担当

16

【行政相談開設日】

　５月・７月・10月・２月の第３水曜日

　午後１時～３時

【相談場所】

　牛堀公民館相談室・津知公民館学習室２

※変更がある場合は広報紙等でお知らせします。

行政相談委員による

解決事例
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【申請時期】

　生ごみ処理機器を購入した年度内に申請してください。（助成金には限りがありますので、希望され

る方は、必ず、購入前に下記までお問合せください。）

【申請資格】

　（１）市内にお住まいで、堆肥化された生ごみを自家利用できる方

　（２）前に補助金の交付を受けた世帯では、補助金交付後５年を経過していること

【必要なもの】

　（１）潮来市生ごみ処理機器購入設置補助金交付申請書

　（２）購入した際の領収書

　（３）生ごみ処理機器の規格・型式が記載されている保証書等の書類

　（４）申請者の印鑑

　（５）郵便局以外の金融機関口座の番号等がわかるもの（通帳等）

【申請方法】

　市環境課にて申請をおこなってください。

　（申請書は、市ホームページよりダウンロードできます。) 

　申請後、審査を行い、結果を郵送で連絡します。

対 象 機 器 容　量　等 補　助　額

家庭用生ごみ処理機
家庭用として市販されているもの

（１世帯１基のみ）

購入金額の１／２

（３０，０００円限度）

コ ン ポ ス ト 容 器
７０リットル以上

（１世帯２容器まで）

購入金額の１／２

（１容器３，０００円限度）

Ｅ Ｍ 処 理 容 器
１８リットル以上

（１世帯２容器まで）

購入金額の１／２

（１容器３，０００円限度）

◎ 助 成 内 容 ◎

生ごみ処理機器の購入費を一部助成します

潮来市ホームページ
http://www.city.itako.ibaraki.jp

様式ダウンロード

生 活 環 境

生ごみ処理機器購入設置補助金交付申請書

崖

崖

崖

崖

【お問合せ】潮来市環境課　℡.63-1111 内線253

◎申請書の取得手順◎

プリントアウトしてください
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　　【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

　　　　　　　　高齢者総合相談センター　　あやめ　　　 ℡.80-2223

　　　　　　　　高齢者総合相談センター　　福楽園　　　 ℡.64-6767

　潮来市では、介護予防（介護状態にならないようにする）のために様々な事業を行っ

ています。積極的に参加し、一人ひとりが介護予防に取り組みましょう。

◎大生原公民館　　　　　第２木曜日

◎延方公民館　　　　　　第３火曜日

◎かすみ保健福祉センター第４火曜日

◎中央公民館　　　　　　第４木曜日

いずれも午前10時～12時

　シルバーリハビリ体操指導士と共にい

きいきヘルス体操を行います。誰でも自

由に参加できます。

元気はつらつ！筋力アップ教室
　ヘルスランドさくらを利用して運動機能

向上の教室を行います。

　年２回開催予定です。

（いたこ市内無料送迎バスが利用できます。）

介護予防の達人養成講座
　介護予防に関する情報提供と運動の実施

を行います。

　11月以降の開催を予定しています。

口腔（お口の健康）や 栄養 に関する

教室の開催も検討しています。

随時お知らせします。

各教室については、広報いたこ情報版等で随時募集していきます。ぜひご覧ください。

楽々スイスイ水中ウォーキング教室
　市民プールを利用して関節に負担のかか

らない水中ウォーキング教室を行います。

　９月以降の開催を予定しています。

家族介護者教室長寿万歳教室

みんなで参加しよう 介護予防事業

５月26日　口腔ケアについて　　　福

６月16日　ゆとりの介護　　　　　あ

７月　　　認知症について　　　福／あ

９月15日　いきいきヘルス体操　　福

10月　　　生活空間の拡大　　　福／あ

11月17日　調理実習　　　　　　　あ

１月19日　お薬の話　　　　　　　あ

３月15日　調理実習　　　　　　　福

詳しい内容は

お問い合わせください。

　◎福……福楽園

　◎あ……あやめ
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【お問合せ】潮来市　市民課　TEL.63-1111　内線132
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ご自分の生命保険の現状確

認や今後の生命保険選びな

どのご相談をうけたまわっ

ております。

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

ファイナンシャル・
プランナーイタコチャンスセンター

TEL.62-3000  URL:e92.net

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・
toto・BIG・mini BIG

自分の時間を大切にできる個室空間。

　さらに、10名１組の少数グループ制

　　（ユニットケア）によるきめ細かい介護。

特別養護老人ホーム50床、短期入所生活介護10床、

デイサービス20名／日

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-63-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!

大川清一さん（左）、石井喜一郎さん（右）

慈母幼稚園 橋本隆
8,700円

清水次郎長会 21,361円

大塚野四季の会
10,000円

匿　名 2,000円

善意銀行
（４月分・敬称略）

篠塚優華さん（中央左）、兼平麻美さん（中央右）

左から河野さん、 田市長、加藤(榮)
さん、石井支局長、加藤(勉)さん

ドリームジャンボ宝くじ
１等、前後賞合わせて３億円

５/14（月）→６/１（金）まで

宝くじ販売 生命保険相談
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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）

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

広報いたこ 2007
６月号 Vol.74

　かねてより早期整備を要望してまいりました、東関東自動車道水戸線の潮来～鉾田間と国道５１号潮

来バイパスの都市計画決定に向けた諸準備が進められることになりました。また、国道５１号潮来バイ

パスに関連する潮来駅江寺線の都市計画変更の準備も進めていきます。

　つきましては、本道路の都市計画原案を作成しましたので、下記のとおり説明会を開催します。

　　　【お問合せ】潮来市都市建設課都市計画グループ TEL.63-1111 内線347・348

　　　　　　　　　茨城県土木部道路建設課　TEL.029-301-4439

～東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田間）と国道51号潮来バイパス

　　　　　　及び潮来駅江寺線の地元説明会を開催します～

日　　時 場　　所 日　　時 場　　所

５月22日（火）午後７時から 潮来公民館大ホール ５月26日（土）午後７時から 中央公民館大ホール

５月23日（水）午後７時から 潮来公民館大ホール ５月27日（日）午後１時30から 中央公民館大ホール

５月24日（木）午後７時から 中央公民館大ホール ５月29日（火）午後７時から 潮来公民館大ホール

５月25日（金）午後７時から 中央公民館大ホール

◆期　日：６月１６日（土）１７:３０～２１:００

◆会　場：潮来市あやめ１丁目地内
　　　　　潮来節おどりの響演特設会場

◆申込方法：申込用紙に必要事項を記入の上、大会事務

局までお送りください（ＦＡＸ可）。申込用紙は、潮来

市役所観光商工課に設置してあります。また、潮来市

ホームページからもダウンロードできます。

◆申込締切：５月２４日（木）必着

◆参加条件：

◎おどり連の構成人数は、概ね１０名以上とします。

◎衣装は、自由です。

◎おどり連をアピールするフラッグ・プラカードは、各

連でご用意ください。

◎当日、おどりの披露が２回行われますが、１回目のお

どり披露については、各連基本おどりを披露していた

だくことを条件とします。２回目のおどり披露がコン

テストとなります。

◎コンテストでのおどり方は、基本おどりでもアレンジ

したおどりでも自由とします。

◆審査表彰：

◎２回目のおどり披露に参加したすべてのおどり連が、

審査の対象となります。

◎審査は、「おどりの盛り上がり」「衣装へのこだわり」

「おどりの統一感」などを審査します。

◎各賞は、次ぎのとおりです。

　おどり大賞（賞金３０万円）・優秀賞・審査員特別賞・

後援団体賞・参加賞

　※その他状況により変更する場合がございます。

◆事前説明会：おどり参加連代表者会議を６月上旬頃に

行います。参加申込をされたおどり連の代表者の方に

後日通知をいたします。

　◆お問合せ：

　　〒311-2493　茨城県潮来市辻６２６

　　潮来市役所 観光商工課内

　　潮来節おどりの響演大会事務局

　　TEL.0299-63-1111    FAX.0299-63-3591
　　URL.http://www.city.itako.ibaraki.jp/

「おどり連」を募集します
第14回潮来節

おどりの響演大会
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税源移譲前

所得税 住民税 合 計

124,000円 64,500円 188,500円

258,000円 163,000円 421,000円

474,000円 307,000円 781,000円

 平成１９年から

あなたの所得税・住民税が変わります。

●平成１９年から税源移譲により、所得税と住民税の税率が変わります。

 「地方のことは地方で」という方針のもと、地方分権を積極的に進めていく「三位一体改革」が実現します。

その柱といえるのが、今回の「税源移譲（ぜいげんいじょう）」。税源移譲では、所得税（国税）と住民税（地方

税）の税率を変えることで、国の税収が減り、地方の税収が増えることになります。およそ３兆円の税源が、

国から地方へ移譲されます。

「何が変わるの？」

「どう変わるの？」

ほとんどの方は、１月分から所得税が減り、そのぶん６月分から住民税が増えることになり

ます。しかし、税源の移し替えなので、「所得税＋住民税」の負担は基本的には変わりません。

所得税 平成19年１月分から適用

住民税 平成19年６月分から適用

４段階の税率を、６段階に細分化
（所得税と住民税を合わせた税負担が変わらないよう制度設計）

３段階の税率から、一律１０％に
　　　　（都道府県民税４％・市区町村民税６％）

※夫婦＋子供２人の場合、子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。
★このほか、実際の負担増減額には、平成19年から定率減税が廃止される等の影響があることにご留意ください。
　（詳しくは左のページをご覧ください。）

税源移譲による負担変動（年額）モデルケース

独身者の場合

税源移譲後

所得税 住民税 合 計

62,000円 126,500円 188,500円

160,500円 260,500円 421,000円

376,500円 404,500円 781,000円

給与収入

300万円

500万円

700万円

負担

増減額

0円

0円

0円

夫婦＋子供２人の場合

税源移譲前

所得税 住民税 合 計

0円 9,000円 9,000円

119,000円 76,000円 195,000円

263,000円 196,000円 459,000円

税源移譲後

所得税 住民税 合 計

0円 9,000円 9,000円

59,500円 135,500円 195,000円

165,500円 293,500円 459,000円

給与収入

300万円

500万円

700万円

負担

増減額

0円

0円

0円
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●定率減税が廃止されます。

　平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が、最近の経

済状況を踏まえて廃止されます。（所得税は平成19年１月分、住民税は平成19年６月分から）

◎税源移譲以外の主な変更点

●住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。

　平成17年1月1日現在、65歳以上の方（昭和15年１月２日以前に生まれた方）で、前年の合計所得金額が125

万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観

点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税

負担を緩和するため経過措置がとられています。

平成18年

所得税：平成18年１月分から

　　　　税額の10％相当額を減額（12.5万円を限度）

住民税：平成18年６月分から

　　　　税額の7.5％相当額を減額（２万円を限度）

平成19年以降

所得税：平成19年１月分から廃止

住民税：平成19年６月分から廃止

夫婦＋子供２人・給与収入７００万円（年額）モデルケース

※子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

住 民 税

・定率減税

所 得 税

・定率減税

196,000円
△ 14,700円

263,000円
△ 26,300円

合計 　　418,000円

平成18年

住 民 税

所 得 税

293,500円

165,500円

合計　　459,000円

平成19年

平成17年度

合計所得金額

125万円以下の方

非課税

平成18年度以降

課税
経過措置として
平成18年度は税額の３分の２を減額
平成19年度は税額の３分の１を減額
平成20年度以降は、全額負担

※この経過措置は昭和15年１月２日以前に生まれた方が対象になります。

※各モデルケースの住民税（年額）は所得割に係るもので、このほか均等割が課税されます。

７０歳独身・年金収入２００万円（年額）モデルケース

※一定の社会保険料が控除されるものとして計算しています。

※年金収入200万円の方は、年金に係る控除を行った後の合計所得金額は125万円以下なので、経過措置が適用されます。

住 民 税

所 得 税

・定率減税

非課税

34,800円
△ 6,960円

合計 　　27,840円
税額   　27,800円

平成17年度

住 民 税

・定率減税

・（住民税一定率減税）×―

所 得 税

・定率減税

19,900円
△ 1,500円

△ 12,267円
34,800円

△ 3,480円

合計　　　　　　 　　37,453円
税額　　　　　　   　37,400円（　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　　　　　　）

住 民 税

・住民税×―

所 得 税

37,300円
△ 12,434円

17,400円

合計　　 　　42,266円
税額　　   　42,200円（　　　　　　　　　　　　）

【お問合せ】潮来市　税務課　TEL.63-1111　内線123・124

平成18年度 平成19年度



日にち 午前10時30分 午後３時

17日(日) 魔女の宅急便 スターウォーズ エピソード２ クローンの攻撃

23日(土) ガーフィールド マーズアタック

24日(日) ガーフィールド マーズアタック

30日(土) わんわんスナッフィー スターウォーズ エピソード３ シスの復讐
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【お問合せ】　潮来市立図書館　TEL.８０－３３１１　FAX.６４－５８８０

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３時

６

２日(土) 坊ちゃん スターウォーズ エピソード１ ファントムメナス

３日(日) 坊ちゃん スターウォーズ エピソード１ ファントムメナス

９日(土) ドラえもん のび太の日本誕生 宇宙戦争

10日(日) ドラえもん のび太の日本誕生 宇宙戦争

16日(土) 魔女の宅急便 スターウォーズ エピソード２ クローンの攻撃

日にち 午後２時～

６月２日
(土)

とけいのおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

６月９日
(土)

むしばのおはなし
いたこおはなし会

６月16日
(土)

おとうさんのおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

６月23日
(土)

あめのおはなし
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。

与謝野 晶子（白桜忌）（明治11年(1878年)12月７日～昭和17年(1942年)５月29日）

「みだれ髪」「君死にたもうことなかれ」「鉄幹、晶子全集」

「与謝野晶子歌集　与謝野晶子自選」「陸は海より悲しきものを

　歌の与謝野晶子」「与謝野晶子とその時代 女性解放と歌人の人生」

「晶子とシャネル」ほか

潮来市立図書館は、平成19年５月27日（日）で、開館１周年を迎えます。

いろいろな行事を行ないますので、どうぞ、図書館へおいでください。

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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

６月の図書館カレンダー

　図書館では、第２次ア

ンケートを行なっていま

す。みなさんのご意見を

お寄せください。（アン

ケート用紙は、カウン

ターに置いてあります。）

30

☆版画展
　海老沢勝二名誉館長寄贈の銅版画（堀井英男氏作）

を学習室に展示。

【期間】５月11日（金）～５月31日（木）

☆１日司書体験
　司書の仕事を体験してみましょう。カウンター業

務、選書、本の返本、装備など。

【期日】５月19日（土）、20日（日）、26日（土）、27日（日）

※小学生以上ならどなたでも結構です。１日10人程度を募

集します。事前申し込みが必要ですので、カウンター、

電話、ＦＡＸでお願いします。（メール不可）
☆お外で紙芝居
　ヒマラヤシーダーの木の下で、自転車に紙芝居を

乗せて昔ながらのおはなし会。

【日時】５月19日（土）午後２時～２時30分 当日受付

☆英語でおはなし会
　英会話講師を招いて、英語の絵本のおはなし会。

【日時】５月20日（日）午後２時～３時

※４歳～小学校３年生までの親子を募集します。事前申し

込みが必要ですので、カウンター、電話、ＦＡＸでお願

いします。（メール不可）

☆大人のための朗読会
　午後のひととき、名作にひたってみませんか。中

学生・高校生も歓迎です。宮沢賢治「おきなぐさ」、

宮部みゆき「あかんべえ」、井上ひさし「隣同士」、

イギリスの昔話「イグサのかさ」など。

【日時】５月27日（日）午後１時30分～３時30分

　　　　当日受付

お知らせ

◎５月は開館１周年記念“図書館に集まろう月間”です
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南病院563-1101

イタコシティ
レガッタ2007
＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H16.3月生）

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H19.2月28日以前生）

（牛堀地区）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.1月生）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H18.6月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
婦人科検診（か）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H17.11月生）

子育て広場（図）
ポリオ（か）
（H19.2月28日以前生）
（津知・延方・大生原地区）

何でも育児相談（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中） 子育て広場（中）

June

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

広報いたこ 2007
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6
いきいき健康体操（か）

婦人科検診（か）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H18.10月生）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H19.2月28日以前生）

（潮来地区）

【お問合せ】潮来市介護福祉課 高齢福祉グループ　TEL.63-1111 内線390

※１「共用型認知症対応型通所介護」・「共用型介護予防認知症対応型通所介護」とは、認知症対応型共同生活介護事業所（グ

ループホーム）の居間又は食堂において、入居者とともに行う介護のことで、日帰りで受けられるものです。

※２「認知症対応型通所介護」・「介護予防認知症対応型通所介護」とは、認知症の利用者が介護が必要な状態等となっても、

できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように、入浴・排せつ・食事等の介護、生活相談・助言や健康状

態の確認など、日常生活上の世話（支援）や機能訓練を日帰りで受けられるものです。

　「指定地域密着型（介護予防）サービス」とは、高齢者が介護が必要な状態等となっても、でき

る限り住み慣れた自宅・地域で生活できるように提供されるサービスです。市が事業者の指定及び

指導・監督を行い、原則として市内の被保険者の方がサービスを利用できます。

○市が指定した事業者の概要

指定地域密着型（介護予防）サービス事業者
　　　　　　　　　　　　 を指定しました！

事業所の通称 事業所の所在地 サービスの種類等 利用定員 連 絡 先

福楽園コスモス 上戸1921番地1
「共用型認知症対応型通所介護」・「共用

型介護予防認知症対応型通所介護」※１
３人 564-6767

デイサービス

こころ
日の出1-21-1

「認知症対応型通所介護」・「介護予防

認知症対応型通所介護」※２
12人 580-9066

第14回潮来節
おどりの響演

第５６回  水郷潮来あやめまつり
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あやめ

ポプラ よしきり

FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.ibaraki.jp

http://www.city. itako.ibaraki. jp/

info@city.itako.ibaraki. jp

　市長へのたより

総数 女 10,520 世帯（＋35）世帯数15,784人男 15,391人 （－ 8）（－17）31,175人（－25）

◎お問合せは…大会本部（期間中のみ）50299-63-1187　潮来市役所 50299-63-1111
◎潮来市役所ホームページ…http://www.city.itako.ibaraki.jp/

第56回

◎下記予定は天候等により一部変更、中止になる場合がございます、ご了承下さい。

ジューンブライドをより特別なものにする嫁

入り舟。潮来花嫁さんは、穏やかな川の流れ

が演出する天然のバージンロードをゆっくり

と、花婿が待つ岸へと向かいます。

期間中の土・日曜日にはあやめま

つり大会本部で前川あやめ園や長

勝寺などを、旧所家住宅では全国

的に珍しい曲屋状の民家を観光ボ

ランティアがご案内します。

採れたて野菜や川魚の

佃煮、地酒などをはじ

め、水郷の恵みを特設

テントにて販売致しま

す。

潮来の夏を熱く彩る山車まつり

「潮来祇園祭禮」。八百有余年

の歴史と伝統を持つ祭りを代表

するお囃子が北利根川・前川に

て運航します

★嫁入り舟 ★潮来ばやし周遊演奏 ★特産品販売所 ★観光ボランティア案内所

前川あやめ園　10:00～15:00

旧所家住宅　　10:00～15:00

前川あやめ園周辺

9:00～17:00

北利根川・前川　19:00～20:30

前川あやめ園　13:00～14:00

前川あやめ園　11:00～
（一部変更あり）

潮来節から生まれたともいわれ
る潮来音頭・甚句・あやめ踊り。
地域女性団体が華やかに踊りま
す。

★あやめ踊り披露

前川あやめ園　12:30～13:00

軽快な潮来ばやしにのせて大の
お祭り好きたちが華麗に舞いま
す。夏が来るのが待ち遠しくな
るイベント。

★潮来祇園祭禮踊り披露

前川あやめ園　13:30～14:00

伝統漁を再現する大きな帆掛け
船が北利根川を航行します。壮
大かつどこか懐かしい潮来情緒
を演出します。

★帆曳き船運航

北利根川　13:30～15:00

「まち食」とは潮来市が提案する泊食

分離モデルプランの愛称です。当事業

参加宿泊施設に素泊まりまたは朝食付

きでご宿泊されるお客様が市内の参加

飲食店をご利用頂くと、様々な特典が

受けられます。旅の目玉「味」を選べ

る素泊り＆お得なサービスで潮来の旅

をもっと気軽に楽しんでください！

Machi-Syoku
水
すい

郷
ごう

潮来
いたこ

の素泊り味めぐり

http://www.e-tabi.org/m/machisyoku.html
詳細は下記ホームページ

～潮来市泊食分離
　モデルプラン～

昔ながらの櫓を使った手漕
ぎ舟は潮来ならではの風景。

★市営ろ舟運航

前川あやめ園 9:00～16:00

★全国優良品種
　花菖蒲展示会

前川あやめ園 9:00～17:00

★前川あやめ園
　ライトアップ

前川あやめ園 18:30～22:00

★開山33周年記念「菖蒲の品・杜若の艶」～江戸から現代の着物を中心として～

　潮音寺（慈母観音）　　　 6/1～7/1  9:00～17:00

企画展

特別展

入場無料

入場料500円

「潮来花嫁さん」の歌
で大ヒットした花村菊
江さんの歌謡ショーは
歌とトークで楽しめま
す。皆様のすばらしい
旅の１ページにしてく
ださい。

★花村菊江ショー ★潮来節おどりの響演
「阿波踊り」をは
じめ多くの踊りの
ルーツともいわれ
ている潮来節。伝
統的な踊りから創
作踊りまで一斉披
露です。

6/9 土

前川あやめ園 14:00～15:30 雨天/潮来公民館 あやめ１丁目地内　17:30～21:00

6/16土

約3,000発の花火が水郷潮来の夜空に輝きます。
日時：平成19年８月18日（土）午後７時30分から

＜場所：水郷北斎公園＞

詳細は潮来市
ホームページへ

夏のイベント

第14回特別イベント

毎日開催！期間中

のみの
　イベント

日

のイベント土 日

ふるさと潮来館ではまつり期間中ボランティアによる
無料湯茶接待有（10:00～15:00）

水郷潮来花火大会

6/3,10,17,24

6/2,3,9,10,16,17,23,24 イベント詳細情報

★「水郷潮来の写真展」～かつての水郷風景～

　潮来ふるさと館　　　　　5/1～8/31 9:00～17:00

★「水郷風景展」
　水郷まちかどギャラリー　6/1～6/24 9:00～17:00


