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投票日時　１月27日（日）

　　　　　午前７時～午後６時

投票場所　市内７ヶ所

【お問合せ】　潮来市選挙管理委員会　℡.63-1111 内線221

の投票日です

１月２７日に投票所へ行くことができない方
　　　　例えば　・日曜日に営業する自営業の方

　　　　　　　　・冠婚葬祭の予定のある方

　　　　　　　　・旅行の予定のある方　　　　などは

期日前投票で投票することができます

期日前投票は、１月２１日（月）から１月２６日（土）まで

　○潮来市役所　本庁舎１Ｆ（午前８時30分～午後８時00分）

　○牛堀出張所　庁舎１Ｆ　（午前８時30分～午後５時00分）

　※どちらの投票所でも投票することができます。

　※牛堀出張所は午後５時00分までとなっていますのでご注意ください。

１月２７日（日）は

投　票　所 対 象 地 区 名

潮 来 投 票 所 潮来小体育館 潮来地区（大洲、十番除く）

日の出投票所 中央公民館 大洲、十番、日の出地区、徳島、福島、米島

津 知 投 票 所 潮来保健センター 津知地区

延 方 投 票 所 延方小体育館 延方地区（徳島、福島、米島除く）

大生原投票所 大生原小体育館 大生原地区

牛 堀 投 票 所 牛堀公民館 かすみ地区

八 代 投 票 所 かすみ保健福祉センター 八代地区

潮来市議会議員一般選挙
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【お問合せ】潮来市総務課　人事行政グループ　TEL.63-1111　内線222・223

潮来市役所

担当課において

④選考審査

（面接・書類審査など）

②　　登　　録

Ａ　課 Ｂ　課

③登録者の中から人材検索

Ｃ　課

⑤雇用通知書
（採用された場合）

①　提　　出

登録から採用まで

平成20年度



保育所業務補助嘱託員募集

募集人員　若干名

勤務場所　潮来保育所

勤務時間　午前９時～午後４時

　　　　　１日６時間　週５日勤務

報　　酬　月額　117,000円

資　　格　不要

業務内容　保育所給食調理及び保育所業務補助

お問合せ　社会福祉課　担当　高橋

　　　　　電話６３－１１１１　内線３８６
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つどいの広場嘱託員募集

募集人員　若干名

勤務場所　子育て広場（中央公民館・図書館）

勤務時間　午前９時30分～午後３時30分

　　　　　１日５時間　週４日勤務（交代勤務）

報　　酬　日額　4,500円

資　　格　保育士または幼稚園教諭免許有資格者

業務内容　子育て広場での遊びなどの指導（２名体制）

お問合せ　社会福祉課　　担当　対馬・前島

　　　　　電話６３－１１１１　内線３８６

公民館嘱託員募集

募集人員　３人程度

勤務場所　津知公民館・大生原公民館・牛堀公民館

勤務時間　午前８時30分～午後５時30分

　　　　　１日８時間　週３日勤務

報　　酬　月額　78,000円

資　　格　パソコンの基本操作のできる方（ワード、エクセル等）

業務内容　主に受付・管理

お問合せ　中央公民館　　担当　若槇

　　　　　電話６６－０６６０　内線２８１

学童クラブ嘱託員募集

募集人員　若干名

勤務場所　潮来市内学童クラブ

勤務時間　午後２時～午後６時30分

　　　　　（長期休業日等については、時間延長

となります）

　　　　　１日４時間30分 週４日勤務（交代勤務）

報　　酬　日額　4,050円

業務内容　児童保育（２～４名体制）

お問合せ　社会福祉課　　担当　前島

　　　　　電話６３－１１１１　内線３８６

幼稚園嘱託員募集

募集人員　１人

勤務場所　潮来市立幼稚園

勤務時間　午前11時30分～午後５時30分

　　　　　１日５時間　週５日勤務

　　　　　＊８月は勤務なし

報　　酬　月額　108,000円

資　　格　幼稚園教諭免許

業務内容　幼稚園預かり保育

お問合せ　社会福祉課　担当　小野・対馬

　　　　　電話６３－１１１１　内線３８５

嘱託員募集のお知らせ

平成20年度に採用を計画している嘱託員は次のとおりです。

共　通　事　項

雇　用　期　間

平成20年４月１日～平成21年３月31日

※年度内の契約ですが３年を限度に更新できる

場合があります。

選　考　方　法

嘱託員登録申請書により登録されている方の中

から、選考を行います。詳細については、後日

連絡します。
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種目名 種目順位 氏　名 市町村 所　属

1000m小学１年生男子 １位 吉川　　光 潮来市 牛堀小学校

1000m小学１年生女子 １位 安松　青空 神栖市 横瀬小学校

1000m小学２年生男子 １位 安藤　大翔 神栖市 横瀬小学校

1000m小学２年生女子 １位 奥田　みう 神栖市 須田小学校

1000m小学３年生男子 １位 冨田　　翼 神栖市 植松小学校

1000m小学３年生女子 １位 松川　奈未 神栖市 植松小学校

1000m小学４年生男子 １位 高倉　良太 潮来市 日の出小学校

1000m小学４年生女子 １位 樋口　晴香 ひたちなか市 外野小学校

1600m小学５年生男子 １位 林　　涼介 潮来市 日の出小学校

1600m小学５年生女子 １位 小倉詩緒里 潮来市 延方小学校

1600m小学６年生男子 １位 井坂　圭吾 常陸太田市 久米小学校

1600m小学６年生女子 １位 樋口　優香 ひたちなか市 外野小学校

3500m中学生男子 １位 茂木　雄斗 潮来市 牛堀中学校

3500m中学生女子 １位 松本彩友美 稲敷市 稲敷東中学校

7200m高校生男子 １位 大内　穂高 ひたちなか市 水戸第一高等学校

7200m高校生女子 １位 角田　侑以 水戸市 水戸第一高等学校

7200m一般男子 １位 青木　正之 ひたちなか市

7200m一般女子 １位 浪川　富子 神栖市

山澤実行委員長（写真右）から
柏崎事務局長へ手渡されました

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

学生服・トレーニングウェア取扱いご案内

清見屋洋品店 潮来市七軒町
TEL 62-2135

潮来小・津知小・日の出小
潮来一中・潮来二中・日の出中

麻生高校
（鹿島高校・鉾田一高・佐原高は男子のみ取扱い有）

（敬称略）



・潮来市民生児童委員
　協議会　　 11,230円
・潮来市佛教会

　113,686円
・匿名　　　  2,000円
・JAなめがた女性部　

30,000円
・キルトサークル糸　

3,850円
・アイモア紅白歌合戦
　チャリティー募金　

10,000円
・児玉正之 タオル56本
・住友生命保険相互会社
　成田支社
　高齢者疑似体験セット５組

・税理士法人 椎名会計
　246,611円

・第31回潮来市民文化祭
　実行委員会

　51,920円
・潮来市立延方幼稚園

　25,119円
・潮来市立うしぼり幼稚園

　13,744円
・善意の箱３カ所

18,633円

11

21
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12

｢
｣
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18
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)
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善意銀行
（12月分・敬称略）

西 町 長 寿 会

新町あけぼのクラブ

常　南　病　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

常　南　病　院

人工透析

【　お車で送迎いたします　】

 

整形外科

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
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　市街化調整区域における「開発行為の許可等

の基準」の一つである「区域指定制度」の指定

区域が平成19年12月13日に告示されましたので

お知らせします。

　区域指定は市街化調整区域内における新しい

開発許可制度です。この制度は、あらかじめ一

定の条件を備えている区域を指定することで、

その区域内（区域指定地内）であれば集落の出

身要件等を問うことなく、誰でも住宅など一定

用途の建築ができます。

　今回の指定により、区域指定地内では右表の

建築制限に適合する建築が可能になりました。

※市街化調整区域における従来の開発許可基準

は、そのまま存続されます。

　今回指定された地区（集落）は、下記の11地区です。各地区の区域図に関しては潮来市のホーム
ページに掲載してあります。また、詳細な図面等については潮来市役所都市建設課で閲覧できます。

建築できる建

築物の用途

建築基準法第48条第２項に規定

する第２種低層住居専用地域に

建築できる建築物（例：自己用

住宅、共同住宅、店舗兼用住

宅、日用品販売店など）

最低敷地面積 ３００㎡以上

建ぺい率 ６０%以下

容積率 ２００%以下

高さ制限 原則１０m以下

集落番号 集落名（大字名） 集落の区分

３-１ 上戸・島須地区 第３種集落

３-２ 上戸地区 第３種集落

３-３ 新宮地区 第１種集落

３-４ 小泉・小泉南・曲松・新宮南・延方西地区 第１種集落

３-５ 大洲地区 第３種集落

４-１ 堀之内地区 第６種集落

４-２ 大生・釜谷地区 第６種集落

４-３ 築地・大生地区 第６種集落

４-４ 辻・島須地区 第６種集落

４-５ 水原地区 第６種集落

４-６ 徳島地区 第４種集落

【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

※開発行為の許可申請は従来どおり必要です。

◎区域指定の地区（集落）について

◎区域指定地内での建築制限

区域指定制度の区域が指定されました

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

お気軽にお電話してください
介護職員
募 集 中

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 0299-66-5533   FAX 0299-66-3388

特別養護老人ホーム いたこの郷
利用者
募集中!!
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成人識別ICカード『タスポ』は申込みの際に「成人確
認」および「本人確認」が厳密になされた上で、お客
様に発行されます。
発行されたカードには「成人を証明する情報」が記録
されており、自販機がその情報を読み取ることで、成
人識別が行われる仕組みです。
今回使用するICカードは、カードの中にICチップ（集
積回路）を内蔵し、偽造や変造が困難な安全性の高い
カードです。
確実な発行体制に加えて、ICカードの特長を生かした
厳格な成人識別の仕組みを実現しています。

ICカードは、お客様にとって利便性の高い特徴を備え
ています。

多機能性………電子マネー機能の搭載
簡便性の担保…従来の購入方法にカードをタッチする

だけ
反応が早い……タッチした瞬間に識別
安定した稼動…カード差込式ではないので故障の可能性

が低い

など、厳格な成人識別はもちろん、お客様の利便性も
損ないません。

たばこ販売店などに設置する「申込書キット」の申込書に必要事項を記入のうえ、本人確認書類(運転免許証等)、本
人の写真を同封し郵送。（「タスポ」ホームページ（http://www.taspo.jp/）からもダウンロードできます。）
※発行手数料、年会費は無料です。

お問合せ
社団法人　日本たばこ協会　未成年者喫煙防止対策室　℡.03-5408-1452
潮来たばこ販売協同組合　℡.63-0888

成人識別の厳格性 お客様の利便性

これが成人識別ＩＣカード　　　　　 です!

未成年者には買わせない

なぜICカード方式を採用したの？

『タスポ』という名称には「たばこのパスポート」という意味が込められており、成人識別の厳格性
を高めるためにさまざまな工夫がなされています。

①氏名
②会員番号
③顔写真
④譲渡・貸与を禁止する旨の表記

顔写真の上部にあるマーク は、『タスポ』に搭載され
る電子マネー『ピデル』のマークです。

５

「成人識別たばこ自動販売機」では、成人のみに発行されるICカード「taspo（タスポ）」が必要にな

ります。

「taspo（タスポ）」は、お申込みをされる方が成人であることをしっかりと確認・審査した上で発行

され、たばこ購入の際、自販機にタッチさせることで成人識別を行います。

未成年者喫煙防止のため、この取リ組みに、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
社団法人　日本たばこ協会　全国たばこ販売協同組合連合会　日本自動販売機工業会

2008年７月までに、全国のたばこ自動販売機は、「成人識別たばこ自動販売機」に変わります。

タスポ申込方法

実印・銀行印・会社印

ご奉仕中!!

かしま印章
鹿嶋市役所前

TEL・FAX 82-8377

㈱フカザワ
潮来市徳島5591

TEL 66-1231 FAX 66-0087

スタンプ台のいらない－便利な－

慶弔印 3,150円の品涯

1,522円の品 涯1,080円

名刺印刷　100枚 980円～
忙しい方・字の苦手な方に

慶弔ゴム印
（スタンプ台使用）

４文字の時1,200円

認印90円

2,700円

お し ゃ れ ハ ン コ
品 揃 え 多 数

最高級印鑑を
低価格にて

シャチハタネーム９

大人気!!

事務所本拠：千葉県香取市北三丁目12番18号　第一北新ビル２階　（国道365号線沿い　香取消防署前）

相談は無料です。お気軽にお電話ください…

～返済でお困りの方へ～

（借金に関するご相談は土・日・祝祭日電話対応中・毎日夜10時まで受付）

円心司法書士事務所

◎一人で苦しまないで！私と法律はあなたの味方です…◎

円
まぁるい

心
こころ

で必ずあなたのお力になります。

代表司法書士　植野玄治
秘　密　厳　守

5 ０４７８-７９-０３７０



「蔵」のあるふるさとで地域おこし
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　このコーナーでは、新しいコミュニティの創造や地域の担い手として、さまざまな活躍を始めら

れている元気なシニア（団塊）世代の皆さんをご紹介します。

～シニア(団塊)世代の方々の活動を応援し紹介します!！～

定年後、潮来市へ定住しようと考えた理由はなんですか？

現在住んでいる守谷市はつくばエクスプレスで栄え都会化が進んでい

ますが、定年後はのどかな環境で幼なじみや「牛堀親爺の会」のメン

バーのような気心が知れた仲間や母と過ごしたいと思ったからです。

素敵な「蔵」に再生されましたが、今後の活用方法は。

現在は「牛堀親爺の会」の活動拠点として利用してもらっています。

今後、地域のコミュニティの場としても利用してもらえるような方法

を考えています。

～第二のライフステージを地域に行政に生かしましょう！～

お気軽にご相談ください。（秘密厳守）

＜相談日＞　平日月曜から金曜日　午前10時～午後５時

＜相談先＞　電話、メール等でご連絡ください。

　　　　　　潮来市役所　企画財政課企画調整グループ(担当大川)

　　　　　　℡.63-1111　内線215    FAX.80-1100　

　　　　　　メールアドレス　kizai@city.itako.lg.jp

スローライフ　ステージ　ば ん ざ い！（Vol.２）

前島良朗さんの活動紹介

前島さん（58歳）は、学校卒業後地元である牛堀を離れ、現在は

守谷市に在住しています。定年を間近に迎え、定年後の生活設計を

意識する年代に入り、郷土に対する思いが、これまで離れていた分

だけ強くなりました。そこで、牛堀を拠点に活動している「牛掘親

爺の会」（浅野慶一会長）等に積極的に参加し仲間との交流を深めら

れ、定年後の人生設計に向けて活動中です。

前島さんの生家には古い土蔵造りの蔵があり、近所には、蔵を商

業用として活用されている方もいます。前島さんは蔵のある景観を大切にしていきたいと考え、生家

にある蔵を自己資金で再生し現在は「牛堀親爺の会」の拠点となっています。

前島さんは「潮来には魅力ある地域資源が沢山あり住んでいる人々も魅力的で、私のようにＵター

ンしたい人もいると思います。その際に、市でも定住に向けてスムーズな受け入れが出来るような制

度があるといいなと思います。地域の人達とのつながりを大切に、私たち市民と行政が力を合わせて

一緒にまちを良くしていきたいですね。」と語られました。

退職後の趣味やライフワー

クの充実＝親爺の会活動

新しいコミュニティの創出

地 域 の 仲 間・活 動 拠 点

遊び心と何気にサロン

地域貢献
協働＝行政

前島さんのスローライフステージ

A

A

Q

Q

「蔵」のあるふるさとで地域おこし

前島さん（写真右から２目人）と

牛堀親爺の会の皆さん

潮来市シニア（団塊）世代の支援のため相談窓口を開設しています！



■主な検討内容

第１分科会（教育・文化）

　・学校、地域、行政の連携

　・地域のスペシャリストの発掘と活用

第２分科会（保健・福祉・市民協働

　　　　　　　　　　　・コミュニティ）

　・子育て支援の充実（放課後子どもプランなど）

　・意識改革、人材発掘、育成、活用

　・“場”（コミュニティセンター）の設定

　・国際交流と交流人口の拡大

　・男女共同参画の充実

第３分科会（生活環境）

　・不法投棄の防止、ごみの減量化、リサイクル運動

　・安全・安心なまちづくり

第４分科会（産業・都市基盤）

　・産業の振興

　・企業誘致と基盤整備

　・県民の森の有効活用

11 広報いたこ 2008
２月号 Vol.82

まちづくりの指針となる総合計画（基本構

想・基本計画）に、市民の意見を反映させるた

めに設置されたまちづくり委員会が開催されま

した。

第４回目の今回は、各分科会に別れ『分野別

まちづくりの方法』をテーマに、潮来市の『ま

ちづくりの課題』を抽出し、課題を解消するた

めの方策について活発な意見が交わされまし

た。　

次回はこれまで検討した内容を踏まえ、各分

科会ごとに提言のまとめを行います。

【お問合せ】　潮来市企画財政課　企画調整グループ　　TEL．63-1111　内線215

第１分科会

第２分科会

潮来市第６次総合計画策定まちづくり委員会活動報告

第３分科会

第４分科会

第４回委員会

11月28日（水）午後7時～中央公民館で開催（出席者48名）
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◎団体プロフィール◎
●名　　称：ボタンの会
●代　　表：海老原多鶴子
●会 員 数：６人
●活 動 日：第２火曜日
　　　　　　午後１時30分～４時
●活動場所：特別養護老人ホームあやめ荘
●連 絡 先：潮来市社会福祉協議会
          （電話63-1296担当：南部）

今回は、ボタンの会を紹介します。ボタンの会

は特別養護老人ホームあやめ荘で衣服などのつ

くろいものボランティアをしている団体です。

会の名前になっている「ボタン」は、会の活動

を象徴して、衣服についている「ボタン」から

名付けられました。

-

 

チームワークの良い作業

（左から、海老原さん、増田さん、田崎さん

本田さん、鴇田さん、本間さん）



【質問】
　来年度、延方小学校の校舎を建て替
える計画があるというが、その校舎で
は空き教室を利用して学童クラブを実
施している。今後学童クラブはどうな
りますか。
【お答え】
　延方小学校特別教室棟は、老朽化が
進み子どもたちの安全を最優先と考
え、早急な建て替えが必要であると判
断しました。現在設計の段階ですが、
学童クラブについては子育て支援事業
としての重要性を考え、継続できる場
所が確保できるように努めていきます。

【質問】
　NPO法人寺子屋いたこは、学童クラ
ブの民営化を将来的に見据えて、設立
した経緯があります。市長は学童クラ
ブの民営化についてどう考えますか。
【お答え】
　学童クラブの民営化は充分に視野に
入れています。しかし、実際に民営化
となると、まず民営化のメリット・デ
メリットを検証すること、そして、事
業の質・サービスを維持するため、ま
た、公平に委託事業者を選ぶためのマ
ニュアル等を作成することが必要では
ないかと考えています。
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　　　　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１ 内線２０８

ミーティングの場所やスタイルは自由。皆さんの活動の場へ市長を誘っていただいたり、市長室へお越しい
ただくこともできます。「まちづくり」への皆さんの声をおまちしています。詳細は下記へお問合せください。

「こんなまちにしたい」「こんな事をやってみたら？」など、市民の皆さんのご意見やご提案について気軽

に市長と話し合う「市長とどこでもミーティング」が開催されました。12月はＮＰＯ法人寺子屋いたこ（第

６回）、潮来市ボランティア協議会（第７回）の皆さんと行われた内容の一部をお知らせします。

（「お答え」には、ミーティング後に担当課に内容を確認したものが含まれます。）

【提案】

　私たちは高齢者の安否確認を目

的として、毎月１回給食サービス

を行っています。現在６地区で公

民館を利用して調理をしています

が、給食サービスを利用する方が

増えたこと、また、調理のコスト

や効率を考えると旧八代小学校の

給食調理室などを利用し１カ所で

行った方が良いと思います。

【お答え】

　給食サービスは各地域のふれあ

いの中で「あたたかい料理を、皆

さんのあたたかい気持ち」でお届

けしていることがサービスを利用

している方に喜ばれているものと

思います。今回ご提案の件は、現

場を見て、いろいろな角度から検

討させていただきたいと思います。

【質問】

　高齢者や障害者にやさしいまち

づくりの基盤整備として、歩道の

整備や公共交通手段についてどの

ように考えますか。

【お答え】

　新しい道路はすべてバリアフ

リーの歩道を整備していますが、

どうしても住宅地が優先になって

しまうのはご理解いただきたい。

また公共交通については利用者の

減少により廃止になったバス路線

参加団体・グループ募集しています！

や過去に実施した福祉巡回バスの

利用状況などから「あった方がい

いが、利用されない現実」という

事を考えると、今すぐ答えの出る

問題ではなく、厳しい財政状況の

中、皆さんとじっくり考えていき

たい。

【質問】

　私たちは、花作りを通して「や

さしいまちづくり」をしていま

す。最近、アイモア前道路（県道

潮来佐原線）に、フェンスが設置

されましたが、今後延長されて花

壇がなくなってしまうのではない

かと心配しています。道路の計画

を教えてください。

【お答え】

　フェンスは潮来土木事務所が資

材置き場として利用するために設

置しました。現状でスペースは充

分なので、今後延長することはあ

りません。また、現況の交通量で

は、４車線化の予定はないという

ことです。（茨城県潮来土木事務

所確認）。

市長とどこでもミーティング開催情報！

第６回

ＮＰＯ法人寺子屋いたこ（理事長 

篠塚宏八さん）12月10日（月）

潮来市役所で開催

テーマ　｢学童クラブについて｣

第７回

潮来市ボランティア協議会（会長　大川暁子さん）12月13日（木）

中央公民館で開催　※講演会形式で行いました

テーマ　｢まちづくりとボランティア｣



寒い日は、こたつで読書はいかがですか。
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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（１月・２月） よ う こ そ

図書館だより

１月　藤沢　周平 （昭和２年（1927年）12月26日～平成９年（1997年）1月26日）

「蝉しぐれ」「武士の一分」「たそがれ清兵衛」「隠し剣　鬼の爪」「日暮れ竹河岸」

（　は休館日、　は午後１時から開館）

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

２

２日(土) 名探偵コナン　ベイカー街の亡霊 ディパーテッド

３日(日) 名探偵コナン　ベイカー街の亡霊 クラッシュ

９日(土) ルパン三世 ～霧のエリューシヴ～ シカゴ

10日(日) ルパン三世 ～霧のエリューシヴ～ ビューティフル・マインド

16日(土) 名探偵コナン　瞳の中の暗殺者 グラディエーター

17日(日) 名探偵コナン　瞳の中の暗殺者 イングリッシュ・ペイシェント

23日(土) ルパン三世 セブンデイズ・ラプソディ タイタニック

24日(日) ルパン三世 セブンデイズ・ラプソディ ゴッドファーザー

日にち 午後２時～

２月２日
(土)

節分のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月９日
(土)

ねこやなぎのおはなし

いたこおはなし会

２月16日
(土)

おかしのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月23日
(土)

おともだちのおはなし

うしぼりおはなし会

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

２月の図書館カレンダー

「花粉症の発症とその予防」
主催　茨城県・潮来市
共催（財）茨城県科学技術振興財団
協力つくばサイエンスアカデミー

２月　司馬　遼太郎 （大正12年（1923年）８月７日～平成８年（1996年）２月12日）

「国盗り物語」「竜馬がゆく」「街道をゆく」「この国のかたち」「新選組血風録」

「エルマーの冒険」「車のいろは空のいろ」「おばあ

ちゃんのすてきなおくりもの」「かしこいポリーと

まぬけなおおかみ」「天使のいる教室」「魔女の宅急

便」「歯みがきつくって億万長者」「不思議を売る

男」など

「あらしのよるに」「おしゃべりなたまごやき」「お

ねえさんになるひ」「かいじゅうたちのいるとこ

ろ」「キャベツくん」「11ぴきのねこ」「ずーっとずっ

とだいすきだよ」「すてきな三にんぐみ」「ほね」「し

ずくのぼうけん」「はいしゃのチュー先生」など

　日　　時　　２月10日（日）午後２時～３時

　講　　師　　寺内　春香さん

　申し込み　　図書館カウンター、電話、FAXで。
　　　　　　　電　話　８０－３３１１
　　　　　　　ＦＡＸ　６４－５８８０

　２月１日（金）～２月17日（日）

　普段見ることのできない県内ゆかりの貴重な資料

筑波山絵図、旧水戸藩弘道館之図、常陸国絵図、徳

川斉昭和歌など７点を展示します。

　２月９日（土）～２月17日（日）

　寄贈された図書の一部を必要な方にさしあげます。

◎英語でおはなし会

「お父さん、お母さんのための読
み聞かせ講座」の中で、「魔女おば
さんのおはなし会」開催

11月25日(日)サイエンスカフェ開催

バレンタインデーのおはなし会です。

◎図書館スタッフおすすめの本

１月　児童よみもの編

２月　児童絵本編

◎茨城県立図書館貴重資料展巡回展示

◎リサイクルフェア

11月10日（土）県立図書館出前講座
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
お元気会（い）
法律相談（い）＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南病院563-1101

子育て広場（中）

子育て広場（中）
マタニティセミナー
（か）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.2月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中） 子育て広場（図）７ヶ月児育児相談（か）
（H19.6月生）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.7月生）

子育て広場（図）
ポリオ（か）

（H19.10月31日以前生）
（牛堀地区）

特設人権相談
（津知公民館）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H16.11月生）

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H19.10月31日以前生）

（潮来地区）

こころの健康相談（か）
ストレッチ体操（い）

February

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

いきいき健康体操（か）

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H19.10月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

何でも育児相談（中）
10時～正午

2 子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.9月生）

建国記念の日

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

仲沢医院563-2003

潮来市文化講演会
（潮来公民館）

12月14日（金）、 田千春市長、藤島正孝・横山忠

市両県会議員、市会議員の皆様、そして、深澤政司

徳島区長ら総勢29名により、県庁を訪れ、茨城県道

路公社が管理する「水郷有料道路の早期無料化」を

求め、橋本知事、飯野県議会議長それぞれに要望書

を手渡しました。

田市長は、「水郷有料道路は昭和49年４月の供用

開始以来33年間、鹿島臨海工業地帯と県央地域をは

じめ首都圏を結ぶ交通の要衝。しかし、生活に密着

した道路であり、定住促進や新たな企業の立地、地

域の活性化などからも、早期の無料化をお願いしたい。」と求めました。また、徳島区長も同様の

要望書を手渡しました。

これに対し、橋本知事は、「未償還金が約25億円残っている。現在の利用状況で推移した場合、

無料化は、平成23年半ばになる見通しです。」との認識を示しました。参加した市議からも、料金

徴収の音声や車の騒音問題などの実情を伝え、有意義な要望活動が実施されました。

今後は、近隣市との連携をも考慮し、引き続き要望して参ります。

橋本昌県知事・飯野重雄県議会議長へ

　　　　水郷有料道路の早期無料化要望

（シリーズ財政特集　潮来市の財政状況「第４回 財政健全化への取組み」は次号掲載します。）
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

「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

　メールアドレス

10,590世帯 （＋ 8）15,761人15,366人 （＋ 1）（＋12）31,127人（＋13）

　平成19年12月9日（日）、中央公民館において「潮来市男女共同参画シンポジウム２００７～認めあい 

男女
み ん な

仲良く 未来に向けて～」が潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会(会長 下河よし子氏)・潮来市

の主催により開催されました。当日は約400名の多くの皆さんが会場を訪れ、とても熱気あふれ

るシンポジウムとなりました。

男女共同参画総合相談を開設しています
（毎月第２・４木曜日　午後１時～５時）

・２月開設日・・・14日・28日　TEL.６２－２７２７へお気軽にお電話ください。

・相 談 内 容・・・パートナーからの暴力的行為（ＤＶ）、性差などによる人権問題

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.60VOL.60

下河会長による主催者挨拶 川さんによる　障がい児の親として、また障がい者を
支援する一人としての活動発表はとても心に残りました。

ご自身の体験を通して、夫婦のあり方をユーモア
たっぷりに話し、会場を沸かせた向井万起男さん

牛堀中学校第３学年の男女のハーモニーが、会場
いっぱいに響きました。


