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　４月１日から、これまでの老人保健制度にかわっ

て、後期高齢者医療制度がはじまります。

　潮来市にお住まいの75歳以上の全ての方及び65歳以

上74歳までの方のうち、一定以上の障害をお持ちの方

（認定を受ける必要があります）が対象の医療制度です。

後期高齢者医療制度で受けられるサービスは、老人保

健制度や国民健康保険で現在受けているものとほとん

ど変わりませんが、保険証の扱いが一部変わります。

対　　象　75歳以上の全ての方・65歳以上74歳までの方のうち、一定以上の障害をお持ちの方

保険証について

　これまで老人保健制度では、保険証は国民健康保険や社会保険の保険証を使用していましたが、後期高

齢者医療制度では、独自の保険証が発行されますので、これまでお使いの保険証は使えなくなります。

　これまで、医療機関では老人保健受給者証と保険証をあわせて提出していてだいておりましたが、４月

１日からは後期高齢者医療制度の保険証を１枚提出していただければ、これまでと同じサービスが受けら

れます。（後期高齢者医療制度の保険証は、３月中旬以降、郵送により順次お届けします。)

医療機関での支払いについて

　現在の老人保健制度と同じように、所得に応じて自己負担割合が変わります。７月末までは、現在の自

己負担割合が継承されます。

一　　　般：１割負担　　　現役並み所得者：３割負担

広域連合が行う医療給付について

広域連合が行う給付は次のとおりです。

（１）療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療

養費、特別療養費及び移送費が支給されます。

（２）高額療養費及び高額介護合算療養費が支給されます。

（３）葬祭費が支給されます。（50,000円）

４月１日から

後期高齢者医療制度

がはじまります

４月１日からこれまで
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医療費が高額になったとき

同一月内の保険給付に係る医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が支給されます。

◎計算の仕方

　外来については、同一月内に支払った金額を個人単位で合算して、自己負担限度額を超えた分が支給さ

れます。

　入院については、自己負担限度額までの窓口支払いとなります。また、同一月内の外来と入院の自己負

担額を合算して、世帯単位の自己負担限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院に係る食事代及び

居住費等の自費分は除いて計算させていただきます。

　ただし、所得の低い方については、世帯の所得に応じて均等割の７割、５割、２割が軽減されます。ま

た、今まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方は、資格を得た月から２年間、保

険料は均等割のみとなり、その５割が軽減され、さらに平成20年度は次のような措置があります。

・平成20年４月から９月までの半年間は、保険料をいただきません。

・平成20年10月から平成21年３月までの半年間は、均等割の９割が軽減されます。

※総所得金額等とは、「年金収入－公的年金控除」、｢給与収入－給与所得控除」、「事業収入－必要経費」等

で、各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額（土地・建物や株式等の譲

渡所得などで特別控除後の額）も、総所得金額等に含まれます。

　【お問合せ】茨城県後期高齢者医療広域連合　℡.029-309-1212（制度に関すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡.029-309-1213（被保険者証に関すること）
　　　　　　　潮来市市民課 国保年金グループ　℡.63-1111 内線134

所得の区分
自己負担限度額

外　　来 入　　院 世帯単位

現役並所得者 44,400円
80,100円＋１％

(44,400円)

80,100円＋１％

(44,400円)

一　　般 12,000円 44,400円 44,400円

低所得
Ⅱ

 8,000円
24,600円 24,600円

Ⅰ 15,000円 15,000円

（例１）単身世帯の場合

（例２）

夫婦２人世帯の場合

夫（世帯主） 妻

年金収入  153万円  168万円  203万円   300万円  192万円  135万円

総所得金額 　33万円   48万円   83万円   180万円 　72万円   15万円

所得割 　　０円 11,400円 38,000円 111,720円 29,640円 　　０円

均等割

（軽減の割合）

11,239円

（７割軽減）

11,239円

（７割軽減）

29,970円

（２割軽減）

 37,462円

 （軽減なし）

18,731円

（５割軽減）

18,731円

（５割軽減）

保険料（年額） 11,200円 22,600円 67,900円 149,100円 48,300円 18,700円

保険料の具体例（いずれも収入が年金のみの場合）

※「＋1％」は、医療費が

267,000円を超えた場

合、超過額の１％が追

加負担となります。

※（　）内は、年４回以

上該当した場合の４回

目以降の額となります。

保険料について（保険料率は県内一律で、２年ごとに見直し）

保　険　料（年額）

（100円未満切り捨て）

定　額

（37,462円）

所得に応じて計算

（総所得金額等－基礎控除33万円）×7.60％＝ ＋

均等割 所得割



　潮来市の“まちづくり”の指針と

なる総合計画に、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」の第６回最終報告会が、

市長、まちづくり委員会メンバー、

市職員等の出席のもと開催されまし

た。

　委員会は、40名の市民公募委員等

と20名の市職員公募委員で構成さ

れ、「教育」「市民協働・福祉」「自

然環境」「産業」の4つの分科会に別

れ、市民の視点からまちの課題を抽

出・整理し、分野別の検討を重ねて

きました。この日、約半年間に渡り

分科会で検討してきた「まちの将来

像」とその実現に向けた取り組みの発表が行われ、最後に提言書が市長へ提出されました。

　今回の提言は、潮来市第６次総合計画に“市民の声”として反映していきます。
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第１回  9月21日（水）

第２回 10月21日（日）

第３回 10月30日（水）

第４回 11月28日（水）

第５回 12月12日（水）

第６回  2月 6日（水）

分科会の発表熱心に聴き入る参加者

帯刀アドバイザー（茨城大学教授）の講評

市長に提言書を手渡す「まちづくり委員会」の

委員長、副委員長と分科会のリーダー

田市長に「まちづくりの提言書」を提出

委員会の経過

潮来市第６次総合計画策定『まちづくり委員会活動報告』
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将来像

　未来のあなたが輝くまち智の郷・いたこ

キーワード

・学校と行政と地域のコラボレーション

・歴史地域文化の学習の推進

・地域のスペシャリストの発掘とネットワー

クの構築

・国際化教育の推進

・地域の特性である水資源を生かした教育

・生涯スポーツの推進

第１・第２分科会の皆さん

将来像

　いきいきと  すんでうれしい　水郷いたこ

キーワード

・市民力の活用

・地域資源の活用（人・施設・環境）

・育児と介護の充実

・男
ひと

と女
ひと

みんな仲良く

将来像

　人と資源がやさしくかかわる いたこ

キーワード

・都心に近い水の広がる片田舎を自慢出来る

ようにしよう

・水が生きている元気なまちにしよう

・ビルが建たない地平線のあるまちにしよう

・ボランティアが活躍できるまちにしよう

・ごみを宝の山に変えよう

・ごみが見つからないまちにしよう

将来像

　花・水・喜

　～水と花と人とのハーモニー～

キーワード

・規制緩和

・チャレンジ精神

・ＰＲ

第３・第４分科会の皆さん

【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

４つの分科会の意見から導き出された分野（柱）

※提言書の詳細は市のホームページでご覧いただけます。（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）

提言の概要

潮来市のまちづくりの柱
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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　】

 

整形外科

常　南　医　院
毎週火・木曜のみ限定営業（AM10：00～PM５：00）

宝くじを買いに来たついでに、どうぞ!!
前払いシステムのコーヒースタンド

テイクアウトもＯＫです。ＨＯＴもＩＣＥもオール250円

ナンバーズ・ミニロト・ロト６・スクラッチ・ジャンボ・toto・BIG・BIG1000
イタコチャンスセンター TEL.62-3000  URL:e92.net

チャンス☆コーヒー（４/１（火）よりプレオープン）
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20

牛堀地区高齢者クラブ
            　23,421円
匿名　　　      2,000円
潮来市立図書館ブックリ
サイクル　　　  19,271円
岸根カラオケ教室美唱会・潮
来歌謡スタジオ講座生発表会

　　15,222円
潮来友の会　  　5,000円
水府流吟道吾風会　30,000円

善意銀行
（２月分・敬称略）

29

（受賞者）
後列左より　花見さん、栗山さん、平山さん
前列左　石津さん

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）
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　会社などの職場の健康保険を辞めた時（被扶養者でなくなった時）、または職場の健康

保険に加入した時（被扶養者になった時）は14日以内に国保の加入・脱退の届け出をお願

いします。

　国保の場合は会社の健康保険と違って、加入や脱退などの各種手続きを各自の責任で届

け出ることになっております。

　保険の変更を必要とする方は市役所に必ず届け出をお願いします。

　国保の届け出が遅れると、さかのぼって保険税がかかったり、医療費の返還をしていた

だくこともあります。

《届出に必要なもの》

　健康保険をやめた証明書※・印鑑・年金証書

　職場で交付された保険証・国保の保険証・印鑑

※「健康保険をやめた証明書」とは、以前加入していた健康保険の加入者や喪失日などを

証明してもらうもので、「健康保険資格喪失証明書」（退職証明書）と呼ばれています。

これまでお勤めの会社や事業所、健康保険組合などで証明してもらうことができます。

①退職者医療制度の対象者が、75歳未満から65歳未満になります。

②乳幼児の医療費を２割負担に軽減する対象年齢が、３歳未満から義務教育就学前までに

拡大されます。

③高齢受給者（70歳から74歳未満）の自己負担割合の引き上げ（１割から２割）が、１年

間凍結されます。よって、医療機関等の窓口負担割合は、１割のままです。

④療養病床入院時の「食事・居住費」負担の対象年齢が70歳以上から65歳以上になります。

　平成20年４月１日からご使用いただく「国民健康保険証」は、３月31日（月）までにお

手元に届くよう発送いたします。（後期高齢者医療制度に該当する方へは、国民健康保険

証は送付いたしません。）

　３月31日までに保険証が届かない場合は、お手数でも潮来市市民課国保年金グループへ

お問合せください。

【お問合せ】潮来市市民課　国保年金グループ　TEL.63-1111　内線132

平成20年４月から改正します

国民健康保険証の更新について

国保からのお知らせ

社会保険に加入・脱退した方へ

職場の健康保険を辞めた時

職場の健康保険に加入した時



犬のフンを持ち帰ってますか？

　犬の散歩中、住宅の玄関先や店先、また道路上にフンを

させ、そのままにして行ってしまう飼い主がいるとの苦情

が寄せられています。

　袋を携帯し、フンは必ず持ち帰ってください！

　また、自宅外庭（犬小屋）のフンの臭いも苦情として寄

せられています。

放し飼いは茨城県条例で禁止されています！

　人へのかみつき事故や交通事故だけでなく、他人の庭に

入り、農作物、植木等を荒らす、物を持っていく、またフ

ンや尿の被害苦情が寄せられています。

　犬は絶対に放さないでください！

　また、散歩の際は必ずくさりでつないでください。
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＜非常勤契約職員＞

【募集人員】 ５名程度

【応募資格】 介護福祉士、訪問介護員２級課程以上修了者

　　　　　　 又は看護師・准看護師

【勤務内容】 ホームヘルプサービス等に関すること

【勤務用件】 実働時間については、面接時要相談。

　　　　　　 （週１日、２時間程度でも可）

　　　　　　 （特に土・日・祝祭日が出来る方、尚可）

【勤務時間】 原則、午前８時30分～午後５時30分

【勤務地域】 潮来市内のみ

【時　　給】 1,150円～1,250円（当法人規定による）

【選考方法】 （１）書類選考

　　　　　　 （２）面接（日程は後日連絡いたします）

【提出書類】 （１）履歴書（写真貼付）

　　　　　　 （２）資格を証明するもの

【提出場所】 〒３１１－２４２１　潮来市辻７６５番地

　　　　　　 社会福祉法人　潮来市社会福祉協議会

【受付期間】 ２月25日（月）～３月31日（月）

　　　　　　 午前９時～午後５時（土・日を除く）

　　　　　　 （郵送の場合は、３月31日消印有効）

※同時にケアマネジャーも募集しています。

【お問合せ】 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会

             ℡.６３－１２９６ (担当：新橋、森内)

【お問合せ】

◇近所でお困りの犬や飼い主がいるとき、野

犬の苦情相談等

　茨城県動物指導センター  ℡.0296-72-1200

◇犬の登録及び狂犬病予防注射、避妊去勢等

　潮来市環境課　 ℡.63-1111 内線252

潮来市に寄せられる犬の苦情状況

１ 放し飼い（フンをしていく、物を持っていく、植木や畑を荒らす）

２ 散歩時の飼い主のマナー（つないでいない、フンを放置）

３ 犬の鳴き声

４ 登録せずに飼っている犬（注射済票をしていない）

５ 動物愛護に反すること（犬を殴る・蹴る、捨て子犬など）

　潮来市では「広報いたこ」・「潮来市公式ホームペー

ジ」に広告を掲載して頂ける企業・事業所等を募集して

います。お店のＰＲや人材募集、セール、イベント、

キャンペーン等のお知らせなど、ぜひご活用ください。

　 【お問合せ】潮来市秘書広聴課

　　　　　 TEL.６３－１１１１　内線208

広報いたこ・潮来市公式ホームページに

広告を掲載しませんか？

（毎月9,000部・第２木曜日発行）

　区長配布のほか、各地区公民館、図書館、市民プー

ル、アイモア、ラ・ラ・ルー等に置いてあります。

１枠（大きさ:縦4.6㎝×横8.5㎝）………月額10,000円

☆広報いたこ

☆潮来市公式ホームページ

（トップページには、月平均15,000件のアクセスがあります）

◎バナー広告

　１枠（大きさ: 縦60ピクセル×横160ピクセル・データ

　　　　量：10Ｋバイト以内）……………月額10,000円
（３ヶ月以上継続して掲載する場合は割引あり)

◎レンタルページ
　（画像等３点、100Ｋバイト以内）………月額 5,000円

※詳しくは、下記までお問合せください。

潮来市社会福祉協議会
非常勤契約職員募集

犬の飼い主の皆さん
マナーを守りましょう

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

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!!



AED（自動体外式除細動器）は、心臓に電

気ショックを与え、心臓の働きを戻すこと

を試みる医療機器で、心肺停止などの“万

が一”に備えて設置されています。

“万が一”の事態に遭遇した時は、慌てず

に、大切な命を救うため行動しましょう。

市内AED設置場所

　潮来市役所本庁舎　図書館

　中央公民館

10広報いたこ 2008
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【お問合せ】潮来市健康増進課　TEL.６４-５２４０

電極パッドを貼ると、自動的に心

電図の解析を開始します。

あとは器械（AED）の音声の指示

に従ってください。

●意識がない

●呼吸がない

●脈拍なし（医療従事者のみ）

①ふたを開けると、電源ON！

②電極パッドを体に貼ります。

③放電ボタンを押します。

こんなときにはAED!!

AEDの取扱方法

心肺蘇生（CPR） 一連の流れ私たちの行動

で救える命
があります

肩をたたいて

意識の確認

助けを呼ぶ

呼吸の確認
あごを上げ、口元に頬を

寄せ、呼吸の確認をします

呼吸がなければ、

２回の人工呼吸
※空気が逃げないよう、鼻をつまみましょう

30回の胸骨圧迫
胸が４-５cm沈む程度の強さで、

１分間に約100回のテンポで押します

ＡＥＤで電気ショック
※傷病者から離れましょう

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

1,522円の品 涯1,080円

名刺印刷　100枚(６行迄)

認印78円

シャチハタネーム９

御入学・新社会人

贈り物には　ぜひ
当店オリジナル 水晶 ストラップ プレゼント

980円

印鑑を！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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○平成20年５月31日までに、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」を

設置しなければなりません。早めに設置しましょう。

●必要な性能を満たしていない粗悪品を高価で販売する。

●消防職員のような服装や、消防職員のふりをして

☆「消防署のほうから来ました。」

☆「となりの家では設置した。設置していないのはお宅だけ。」

などと言って強制したり、強引に売りつける。

●不審に思ったら、家に入れない。買わない。お金を先に渡さない。

●寝室（普段、寝室として使っている部屋）

●階段（２階以上の階に、寝室がある場合。詳しくは消防署へ。）

●台所・居間 （義務はありませんが、安心・安全のため設置をおすすめします。）

　火災警報器は、信用できる販売店でＮ

Ｓマーク付きの物を購入しましょう。

☆電源の種類には、電池式と家庭用電源

（ＡＣ１００Ｖ）のものがあります。

☆感知方式には、煙式と熱式があります

が、煙式を設置してください。

住宅用火災警報器はあなたや家族の命を守るために大変有効です

壁取付型天井取付型

　住宅用火災警報器は、電気店やホーム

センターなどで、５千円から１万円位で

販売されています。

【お問合せ】鹿行広域消防本部 予防課　TEL.０２９１－３４－７１１９

潮来消防署　　           TEL.６３－０１１９

設置する場所

火災警報器の種類

悪質な訪問販売にご注意！

つけましたか！
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【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３－１１１１　内線２５１
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道路特定財源とは？
　道路の整備とその安定的な財源の確保のために創設されたものであ

り、受益者負担の考え方に基づき、自動車利用者の方々に利用に応じ

て道路整備のための財源を負担していただいている制度です。（ガソ

リン税、自動車重量税など）

道路特定財源の暫定税率とは？
　最近、国会等で議論されている道路特定財源の暫定税率とは、立ち

遅れた道路整備を推進するため、本則税率を引き上げ、ガソリン税で

２倍、自動車重量税で2.5倍などの暫定税率とされており、それらが国

と地方の道路整備のための財源となっています。

　その暫定税率の適用期限が平成20年３月末となっています。

潮来市への影響は？
　道路特定財源の暫定税率が廃止されると、平成19年度当初予算を

ベースに試算した場合、潮来市の歳入は、約1億8,100万円減る見込み

となります。

　その場合、これまでの借り入れの返済である公債費と維持補修費の

削減は困難であることから、建設費を減額しなければなりません。そ

の場合、割合でいうと約54％の減額となり、整備区間の延伸や新規箇

所の整備着手が困難となります。

（仮定条件）
１　歳入における地方道路特定財源は、財務省シェ

アにより算出。（１億5,700万円減）

２　歳入における国交付金は、国税の廃止される暫

定税率上乗せ分（51%）相当に連動して削減さ

れると仮定（2,400万円減）

３　歳入における一般財源は、当初額が確保される

と仮定。

（仮定条件）

１　過去に道路整備のため借り入れた債務の償還で

ある公債費と、道路利用者等の安全性確保のた

めの維持補修費は、優先して支出されることと

した。

道路特定財源の暫定税率が廃止された場合の潮来市道路事業への影響

【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

国交付金・県支出金：国や県から市へ交付されるお金
市債：市の借金
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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（４月)　源氏物語千年紀 よ う こ そ

図書館だより

　2008年は、「源氏物語」が完成して1,000年です。源氏物語関連の図書を集

めました。

「王朝の雅　源氏物語の世界」「紫式部伝　源氏物語はいつ、いかに

して書かれたか」「源氏に愛された女たち」「源氏物語の男たち」

「源氏物語を母と子から読み解く」「歩く源氏物語」

「墨場必携源氏物語　紫式部がつづる美しい日本」「あさきゆめみし」

平成20年２月末現在（開館より１年９ヶ月）

○総来館者数：341,930人

（1ヶ月平均17,096人、1日平均664人）

○貸出冊数：488,997冊

（1ヶ月平均24,450冊、1日平均950冊）

○利用カード登録者数：10,255人

○おはなし会（毎週土曜日）2,466人

○映画会（毎週土・日曜日）2,578人

○学習室利用人数　　　　　5,260人

～平成20年度も厳選した資料をご用意して、

　みなさまのご利用をお待ちしています。～

２月２日（土）節分おはなし会

鬼は外、福はうち！

春がそこまできています。

茨城県信用組合潮来牛堀支店より

「ビジネス支援に役立たせてくださ

い」と新刊図書14冊を寄贈いただき

ました。ありがとうございました。

　満１歳のお誕生日おめでとう。満１歳には、絵本デ

ビューしましょう。お誕生日のお祝いにぜひ、図書館

利用カードを作ってあげてください。

赤ちゃん絵本特集
「じゃんけんぽんでかくれんぼ」「はみがきだいすき」「お

まるでうんち」「1,2,3どうぶつえんへ」「えかきうた」「お

ふろでちゃぷちゃぷ」「おんぶおばけ」「うずらちゃんのか

くれんぼ」「こぐまちゃんのみずあそび」「ママだいすき」

「うさこちゃんのはたけ」「ノンタンあいうえお」「はじめ

てのおさんぽ」「おやすみなさいおつきさま」など

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

こども読書の日　おはなし会拡大版

４月20日（日）午後２時～３時

「図書館のおはなし」を図書館のおにい

さん、おねえさんがします。

「てづくりであそぼうコーナー」もあり

ますよ。こんどは、なにをつくるかな。

申し込みは、図書館カウンター、電話、

FAXでお願いします。

４月から「０～３歳おはなし会」を「子育て広場」で第１、第３木曜日に行ないます。

おはなし会の曜日と時間が、４月より一部変更となりますので、ご注意ください。

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

４月の午後３時からの上映作品は、県内フィルムコミッション作品です。

日にち 午前10時30分 午後３時

19日(土) ポケットモンスター　ミュウと波導の勇者ルカリオ 夜のピクニック

20日(日) ポケットモンスター　ミュウと波導の勇者ルカリオ 夜のピクニック

26日(土) ドラえもん　のび太の南海大冒険 バブルへGO!

27日(日) ドラえもん　のび太の南海大冒険 バブルへGO!

日にち 午前10時30分 午後３時

４
５日(土) パイレーツオブカリビアン　ワールドエンド 日本沈没

６日(日) パイレーツオブカリビアン　ワールドエンド 日本沈没

12日(土) ハリーポッター　不死鳥の騎士団 県庁の星

13日(日) ハリーポッター　不死鳥の騎士団 県庁の星

（　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

４月の図書館カレンダー

４月３日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のおはなし会（子育て広場）

うしぼりおはなし会

４月６日（日）午後２時～２時30分

こうつうあんぜんのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

４月12日（土）午後２時～２時30分

お花見のおはなし

いたこおはなし会

４月17日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のおはなし会（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

４月26日（土）午後２時～２時30分

入学・入園のおはなし

うしぼりおはなし会

たくさんのご利用ありがとうございます 絵本週間（３月27日～４月９日）

　　　　　　国際子どもの本の日（４月２日）
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.4月生）＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

延方クリニック
566-1873

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.1月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.8月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
市立中学校入学式
何でも育児相談（中）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.9月生）

４ヶ月児育児相談（か）
（H19.11月生）

市立小学校入学式

子育て広場（図）

子育て広場（図）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）

ストレッチ体操（い）

April

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

昭和の日

子育て広場（中）
お元気会（い）
法律相談（い）

総合見直し期間中の農用地利用計画変更申出について
　総合見直し期間中であっても、随時変更（個別的な農用地区域からの除外）の申請は受け付けしま

す。ただし、総合見直しの作業の進捗状況によって除外となる時期が変動することをご留意ください。

　次回の農用地区域除外申請の締切りは、３月31日です。農用地区域除外を行い、農地の転用等を計

画されている方は、農政課へご相談ください。

農用地区域とは？
　農業振興地域の内、農用地区域（色地区域）とそうではない区

域（白地区域）に分けられております。農用地区域は、市町村が

10年間を見通して農用地として利用すべき土地を設定するもの

で、農業の健全な発展のために必要な施策は、農用地区域対象に

集中的に行われています。

　潮来市では現在、農業振興地域整備計画の総合見直し作業を行っています。

総合見直しとは、農業振興地域の区域変更・農業生産基盤・農業近代化施設の整備計画等を概ね10

年間を見通して、見直しを行うことです。

　今回の見直しで、現在２つある農業振興地域整備計画（旧潮来町・旧牛堀町）は「潮来農業振興

地域整備計画」となります。

【お問合せ】潮来市農政課　TEL.６３-１１１１　内線２６６

潮来農業振興地域整備計画総合見直し

4＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

飯島内科566-0280

いきいき健康体操
（か）

子育て広場（中）子育て広場（図）
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　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,595世帯 （＋ 4）15,737人15,346人 （－21）（＋ 2）31,083人（－19）

学校名 学年 氏　名 受　賞　理　由

１年 大塚　剛士 水郷潮来クロスカントリー大会１年男子の部第２位

２年 長谷川龍一 水郷潮来クロスカントリー大会２年男子の部第２位

２年 越川みのり 水郷潮来クロスカントリー大会２年女子の部第２位

４年 室谷　昌希 水郷潮来クロスカントリー大会４年男子の部第２位

５年 兼平　麻美
全国小学校ソフトテニス大会茨城県予選高学年女子

の部優勝

６年 小倉　直也 水郷潮来クロスカントリー大会６年男子の部第２位

６年 磯山　真治 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 稲田　歌穂 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 飯笹　佑梨 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 郡司　拓磨 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

３年

窪谷　夏美

小川　　凱

篠塚　早紀

大川　愛哉

茨城県知事より善行賞受賞（地域の美化活動）

５年 篠塚　優華
全国小学校ソフトテニス大会茨城県予選の高学年女

子部優勝

５年 小澤　奈巳 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 小澤　真由 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 鬼澤　優希 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 加瀬　紗彩 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 森杏　祐美 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年

風間　　匠
郡司　忠儀
武田　　優
箕輪　拓也
箕輪　洋蔵

茨城県知事より善行賞受賞（学校内の美化活動）

学校名 学年 氏　名 受　賞　理　由

３年 高田　　遥 水郷潮来クロスカントリー大会３年女子の部第２位

５年 小倉詩緒里 水郷潮来クロスカントリー大会５年女子の部第１位

６年 井関　理紗 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

６年 飯嶋　進策 第23回全国硬筆コンクールにおいて毎日新聞社賞受賞

６年 堀之内航平
全日本少年サッカー選手権大会県大会優勝、全国大
会準優勝

６年 茂木　和輝
茨城県スポーツ少年団主催スポーツ大会小学生男子
５０ｍ平泳ぎの部第１位

１年 髙石ベネシア 水郷潮来クロスカントリー大会１年女子の部第２位

４年 髙倉　良太 水郷潮来クロスカントリー大会４年男子の部第１位

５年 林　　涼介 水郷潮来クロスカントリー大会５年男子の部第１位

５年 林　　優希 水郷潮来クロスカントリー大会５年男子の部第２位

５年 勝田　萌香 水郷潮来クロスカントリー大会５年女子の部第２位

６年 西畑　佳菜 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

１年 川　　光 水郷潮来クロスカントリー大会１年男子の部第１位

２年 黒澤　慧吾 茨城県児童生徒読書感想文コンクールで県議会議長賞受賞

２年 藤平ほのか 茨城県知事より善行賞を受賞（同級生の登校支援）

３年 前島健志郎
国際総合空手道全日本空手道選手権大会、防具つき

小学３年の部優勝

３年
小澤　倖太
木ノ内湧太

茨城県知事より善行賞を受賞（学校内の奉仕活動）

５年
風間　　杏
風間　　桃
藤﨑　　恵

茨城県教育委員会主催いばらき創造ものづくり教育

フェアで教育長賞受賞（共同製作）

６年
追分　杏美
箕輪　璃菜

茨城県知事より善行賞を受賞（老人介護の実践活動）

学校名 学年 氏　名 受　賞　理　由

１年 西村　真実
全国納税貯蓄組合連合会主催　税の作文コンクール

で全国納税貯蓄組合連合会会長賞受賞

３年

田﨑　佑磨

土子　健太

銭谷　翔太

全国中学校選手権競漕大会で男子舵手付クォドルプ

ル第２位（潮来選抜として日の出中選手と共に入賞）

３年 仲澤　麻友 全国中学校選手権競漕大会で女子シングルスカル第２位

剣道部
県中学校体育連盟主催マナーアップクリーン作戦の

活動で優秀学校賞受賞

卓球部 茨城県中学校新人体育大会卓球第３位

２年
折笠　正美

大竹　隼人
茨城総合体育大会卓球ダブルスの部第３位

２年
前野　雄介

箕輪　友裕
茨城県中学校新人体育大会卓球ダブルスの部第３位

学校名 学年 氏　名 受　賞　理　由

３年

２年

今堀　將太

山本　真吾

全国中学校選手権競漕大会で男子舵手付クォドルプル

第２位（潮来選抜として潮来一中選手と共に入賞）

２年 小泉　桃圭 全国中学校新人競漕大会で女子シングルスカル第２位

２年 祢津　夏美 水郷潮来クロスカントリー大会中学生女子の部第２位

３年

星野　真也
大須　賀司
久保木周平
近藤　純弥
久島　真人
浅野　卓朗
荒原　俊輝
菊島　友也
松本進之介
箕輪　　周

茨城県知事より善行賞を受賞（地域ボランティアへ

の積極的参加）

３年

大里　健一

大谷　慶介

髙田　広満

星野　真也

げんでんふれあい茨城財団主催　げんでん科学技術

振興事業でげんでん科学技術振興大賞受賞

２年 茂木　雄斗 水郷潮来クロスカントリー大会中学生男子の部第１位

３年 大川　裕貴 みんなにすすめたい一冊の本推進事業で知事賞受賞

３年

牧野　　悠

鴇田　菜月

小川　恵里

リコーダーコンクール関東大会重奏の部優秀賞

リコーダー

アンサンブル部

茨城県リコーダーコンテストフェスティバル合奏の

部最優秀賞

平成19年度　児童生徒表彰受賞者一覧（中学校の部）

平成19年度　児童生徒表彰受賞者一覧（小学校の部）

田市長より賞状が授与されました

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

（敬称略）




