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平成20年度
平成20年度市政方針概要

平成20年度潮来市の当初予算

一般会計

国民健康保険特別会計

老人保健特別会計

下水道事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

水道事業会計

工業用水道事業会計

　合　　　計

１０８億３,９００万円

３５億８,４９０万円

２億２,９１３万円

１６億８,６１７万円

５,２８５万円

１４億３,９８６万円

２億１,２６８万円

１４億１,５２４万円

１,４４４万円

１９４億７,４２７万円
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潮来市一般会計予算と主な事業
平成20年度
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潮来市一般会計予算と主な事業
平成20年度
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平成20年度　潮来市行政組織機構

新設した組織

企業誘致推進室…企業誘致に積極的に取り組

むため、企画財政課内にあった企業誘致グ

ループを企業誘致推進室に格上げしました。

スピード対応室…市民の皆さんの要望等に迅

速に対応するため、スピード対応室を新設

し、関係部署への連絡調整にあたります。

移動した組織

地籍用地グループ…これまで地籍調査グルー

プとして牛堀出張所内にあったものを、業務

の効率化のため、都市建設課内に移動しました。

地域包括支援センター…これまで介護福祉課

内にあったものを、より地域と密着した高齢

者福祉を展開するため、潮来市社会福祉協議

会に委託しました。

　潮来市では、定数減少による住民サービスの低下を招かないよう配慮しつつ、組織のス

リム化などの改革に鋭意取り組み「小さくても優れた市役所」を目指し、組織機構の改革

を行いました。

平成20年度　潮来市行政組織機構

企業誘致推進室を設置しました

　市では、企業立地の相談や

要望に迅速・適切に対応する

ため、「企業誘致推進室」を

設置しました。

　市内での企業の用地取得、

許認可事務等について、ワン

ストップサービスにより強力

にサポートします。

　企業誘致に関する情報や相談について、お待ちしております。

【お問合せ】潮来市企業誘致推進室　TEL.63-1111　内線217
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　uchi@city.itako.lg.jp

スピード対応室を設置しました

　市では、地域の困りごとについての相談や要望に迅速に対応するため、担当部署との連絡

や調整を行う「スピード対応室」を設置しました。

“迅速な対応”“市民の視点に立った対応”を心がけていますので、お気軽にご相談ください。

※「なんでもやる課」ではありません。

　スピード対応室の業務は、市としてできる範囲に限られるため、個人間のトラブルなどを

解決することはできません。

◎相談受付：月～金曜日　午前８時30分～午後５時30分（祝日等除く）

相談内容を詳しくお聞きしなくてはならない場合や、対応の結果などを連絡す

る必要があるため、必ず連絡先（住所、氏名、電話番号等）をお教えください。

【お問合せ】潮来市スピード対応室　TEL.63-1111　内線206

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　speed@city.itako.lg.jp

道の駅いたこ周辺 潮来インターチェンジ周辺
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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

イタコチャンス☆コーヒー 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

潮来市ホームページ広報いたこ平成19年10月号



9 広報いたこ 2008
５月号 Vol.85

24

27

：：
  

：

：：
  

：
  

：：：：
  

25

牛堀公民館まつり実行委員会

11,150円

匿　名 2,000円

水郷めぐみ教会日曜学校　5,060円

潮来教会女性会 2,700円

潮来カントリー倶楽部　  50,000円

善意の箱 62,113円

善意銀行
（３月分・敬称略）

19

12

26

潮来市義援金

（合　計　300，538円）

一般募金
　潮来市役所　　　24，317円

　牛堀出張所　　　 6，684円

　図書館　　　　　 8，582円

　まちかどギャラリー

　　　　　　　　　13，338円

　前川市民プール　13，278円

　ヘルスランドさくら

　　　　　　　　 　2，024円

　潮来市各地区公民館

　　　　　　　　　14，801円

潮来市民生委員児童委員協議会

　　　　　　　　　37，514円

牛堀地区高齢者クラブ

　　　　　　　　　14，000円

潮来市区長会　　　66，000円

潮来市職員互助会 100，000円

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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　平成20年度から40歳～74歳の人を対象に、新たにメタボッリックシンドローム（内臓脂肪

症候群）の発見と予防に着目した「特定健診・特定保健指導」が実施されます。

◎国保加入の方と、39歳以下の方・75歳以上の方は、これまでどおり潮来市が特定健診等を

実施します。

◎国保以外に加入している方でも、医療保険者（社会保険等）の契約によっては潮来市の実

施する特定健診等を受診できますので、勤務先等にご確認ください。

国保からの

お知らせ

各医療保険者又は勤

務先の担当者へお問

合せください

今までどおり、潮来

市で受診することが

できます

今までどおり、潮来

市で受診することが

できます

年齢は？

39歳以下 40～74歳 75歳以上

（後期高齢者医療）

（65歳以上の一部障害者含む）

加入している医療保険は？

国民健康保険
（国保）

社会保険等
（国保以外）

今年度から、私はどこで健診受診できるの？今年度から、私はどこで健診受診できるの？

平成20年度から特定健診・

特定保健指導が始ります



11 広報いたこ 2008
５月号 Vol.85

　メタボリックシンドロームは、不健康な生

活習慣による肥満脂肪が蓄積し、高血糖、脂

質異常、高血圧など動脈硬化のリスクが重

なった状態のことをいいます。

　肥満、高血糖、脂質異常、高血圧など動脈

硬化のリスクが３つ、４つと重なると、１つ

もない人に比べて心臓病の発症リスクは約36

倍にもなります。一つひとつの症状は軽くて

も、それらが重なると動脈硬化は進行しやす

くなり、心筋梗塞や心臓病の危険度が急速に

高まります。

　健診の案内
　年に１回、国保から送られて

くる健診の案内（受診券など）

に従い、健診会場（保健センター・公民館な

ど）で受診します。

　特定健診
　新たに加わった「腹囲測

定」などで、メタボリックシ

ンドロームのリスクなどを調

べます。

　判定・結果通知
　メタボリックシンド

ロームの判定結果と生

活習慣を改善する必要性の度合いから、保健

指導のレベルを３段階に区分。その判定結果

が通知されます。

　特定保健指導
　判定結果をもとに、保健師や管

理栄養士などの専門家が、受診者

それぞれに面談や電話などさまざ

まな形で生活習慣改善の支援・ア

ドバイスを行います。

６月上旬頃 ６月30日より

２

４

１

３

　日本人の死因の３割を占める心疾患と脳血

管疾患。最近になって、内臓脂肪を減らすこ

とで、これらの病気の発症を抑えられること

が明らかになってきました。

　新しい健診ではこの点に着目し、内臓脂肪

がベースになって起こるメタボリックシンド

ロームを見つけ出す健診に変わります。これ

までの、「病気を早期に発見する健診」からい

わば「生活習慣病予防のための健診」に生ま

れ変わるのです。

　健診後には保健指導を徹底し、受診者自身

が生活習慣の問題点を見つけ、自らその習慣

を改善して生活習慣病を妨げるようなサポー

トもはじまります。

特定健診・特定保健指導って？

　　　　【お問合せ】潮来市市民課国保年金グループ　TEL.63-1111　内線132・133

　　　　　　　　　　潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センタ－内） TEL.64-5240

メタボリックシンドローム
（内臓脂肪症候群）とは？

リスクが重なると
危険度はなんと約36倍に

８月中旬頃 ９月頃より

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

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！広告募集

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

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　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

崖

崖

崖

国保に加入している40歳～74歳の方の新しい健診の流れ
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　妊婦さんの経済的負担を軽減し、母子共に健康・安全な出産ができるよう、公費負担による

妊婦健康診査（妊婦健診）が従来の妊娠前期・後期各１回（合計２回）から、下記の『５回』

になります。

　それに伴い、妊婦健診の内容や時期も下記のように見直され、３月31日までに交付された受

診票は、４月１日以降使用できなくなります。そのため、４月１日以降に出産予定の方には、

予定日から週数を確認した上で、４月１日以降使用できる受診票を郵送いたします。（届いて

いない方は、下記までご連絡ください。）

＊県外の医療機関等、使用できない場合がありますので、お問合せください。

＊市外に転出した場合は使用できませんので、転出先の市町村にご相談ください。

＊上記以外にも、主治医の指示のもと、必要な時期に必要な回数の健診を受けましょう！

【参　考】　１．妊娠初期～妊娠23週まで　：４週間に１回

　　　　　　２．妊娠24週～妊娠35まで　　：２週間に１回

　　　　　　３．妊娠36週～分娩まで　　　：１週間に１回

回　数 実　施　時　期 健　診　内　容 公費負担額

第１回

（初回）
妊娠満８週前後

①問診・診察・体重・血圧測定

②尿検査

③梅毒反応血清検査

④ＨＢｓ抗原検査（Ｂ型肝炎検査）

⑤貧血検査

⑥ＨＣＶ抗体検査（Ｃ型肝炎検査）☆

⑦子宮頸ガン検査（細胞診）☆

⑧血糖検査☆

⑨血液型検査（ＡＢＯ式・ＲＨ式）☆

⑩不規則抗体検査☆

10，000円を上限とし、上限

を超えた額は自己負担。

第２回 妊娠満20週前後
①問診・診察・体重・血圧測定

②尿検査

③貧血検査

④超音波検査☆

⑤血糖検査（第４回のみ）☆

１回につき5，000円を上限と

し、上限を超えた場合は自

己負担。

第３回 妊娠満24週前後

第４回 妊娠満30週前後

第５回 妊娠満36週前後

【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　FAX.80-3077

【☆：新たに追加された健診項目】

『２回』から　　　　　に増えます

平成20年４月１日から
公費負担で受診できる妊婦健診が

妊婦さんへ
お知らせ 『５回』
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　県北地域や筑波山周辺の森林、平地林・里山林などの身近な緑、霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河

川など、豊かな自然環境を守るために、森林湖沼環境税を導入することになりました。

　この財源を有効活用しながら、森林の保全整備や、湖沼などの水質保全のための施策などを重点

的に行っていきます。

○生活排水などの汚濁負荷量の削減（点源対策）を推進します

○農地や市街地からの流出水への新たな対策（面源対策）を推進します

○県民参加による水質保全活動を促進するとともに、県民意識の醸成を図ります

税収の使いみち

個　　人 法　　人

課 税 方 式 県民税の均等割額への超過課税（上乗せ）方式

納税義務者 県民税均等割の納税義務者と同じ

税 　 　 率

個人県民税均等割（現行：年1，000円）に

年額1，000円を上乗せ
※ただし、次の方には課税されません。

■生活保護法による生活扶助を受けている方

■前年中の合計所得金額が125万円以下の障害

者・未成年者・寡婦または寡夫の方

■前年中の合計所得金額が市町村の条例で定

める金額以下の方

法人県民税均等割（現行：資本金等に応じ年２

～80万円の５段階）に、年額10％を上乗せ
【資本金等の額】　　　　　　　【年税率】

50億円超………………………………80，000円

10億円超50億円以下…………………54，000円

１億円超10億円以下…………………13，000円

１千万円超１億円以下……………… 5，000円

１千万円以下………………………… 2，000円

課 税 期 間 平成20年度分から平成24年度分まで
平成20年４月１日から平成25年３月31日まで

の間に開始する各事業年度分

税 収 見 込 概ね年16億円

森林湖沼環境税の概要

必要な事業費

年間約８億円

必要な事業費

年間約８億円

○間伐により荒廃した森林の保全・整備を推進します

○身近な緑の保全・整備を推進します

○いばらき木づかい運動（県産材の利活用促進）を進めます

○森林環境教育などを通じ県民意識の醸成を図ります

森林の保全・整備

霞ヶ浦をはじめとする

湖沼・河川の水質保全

森林湖沼環境税に関するお問合せは、茨城県の以下の担当部局までお願いします。

税のしくみに関すること

茨城県総務部税務課　TEL.029-301-2418　　茨城県行方県税事務所　TEL.0299-72-0771

税の使いみちに関すること（森林）
茨城県農林水産部林政課森づくり推進室

TEL.029-301-4021

税の使いみちに関すること（湖沼）
茨城県生活環境部環境対策課水環境室

TEL.029-301-2968

[専用ホームページ]　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/shinzei

森林湖沼環境税
平成20年４月からスタート

１年間の事業費　約16億円　この事業を５年間行います。全体事業費は約80億円必要になります。
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　地域包括支援センターは、高齢の方やそのご家族の相談を受けたり、心身の状態に合わ

せ支援を提供する地域の「総合的なサービス拠点」です。

　潮来市においては、平成18年４月より市直営により福祉事務所介護福祉課内に設置し運

営してまいりました。

　この度、平成20年４月より、更なる高齢者の見守りと地域との協働を目指し、社会福祉

法人潮来市社会福祉協議会へ業務委託します。

　なお、身近な相談業務窓口として、高齢者総合相談センターあやめ・福楽園も引き続き

機能の充実を図って参ります。

高齢者の皆さん

高齢者総合センター

あやめ

高齢者総合センター

福楽園

皆さんの生活を支えます

潮来市地域包括支援センター
(潮来市社会福祉協議会内)

潮来市地域包括支援センターが

社会福祉協議会へ業務委託されます

潮来市地域包括支援センターが

社会福祉協議会へ業務委託されます
平成20年

４月１日より

◎潮来市地域包括支援センター（潮来市辻765）

 （潮来市社会福祉協議会内）  TEL.63-1296　FAX.63-1265

◎高齢者総合センターあやめ（潮来市水原3474）　 

　　　　　　　　　　　　　　 TEL.80-2223　FAX.66-5121

◎高齢者総合センター福楽園（潮来市上戸1912-1）

　　　　　　　　　　　　　   TEL.64-6767　FAX.80-3200

◆潮来市福祉事務所　　　　　（潮来市辻626）

　潮来市介護福祉課高齢福祉グループ TEL.63-1111　FAX.80-1410
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　潮来市では、現在市内６箇所の会場で長寿万歳教室を開催しています。長寿万歳教室は参加

者である皆さんの自主的な集まりです。シルバーリハビリ体操指導士を講師に招き、「いきい

きヘルス体操・いきいきヘルスいっぱつ体操」「えん下体操」などを行いながら参加者同士の

ふれあい・語り合いを大切にしています。

　３人以上の方が集まれば長寿万歳教室として登録し、シルバーリハビリ体操指導士の指導が

受けられます。地元の集落センター等まで伺います。ぜひ、お申込みください。

　茨城県の講習を受け、いきいきヘルス体操等の普及啓発を行います。潮来市では２月現在18

名のシルバーリハビリ体操指導士がおり、指導士会という自主組織を運営し活動しています。

１月にはその活動が認められ、県知事より感謝状をいただきました。

１　参加者を３人以上集める

　　　（高齢者クラブ等の既存の団体でも可能です。）

２　開催場所を決める

　　　（公民館集落センターなど。会場を借りるのは参加者の方でお願いします。）

３　開催日時を決める（原則として月１回）

４　電話または来所で市役所介護福祉課までお申込みください。

５　申込み締め切り　　４月23日（水）

６　シルバーリハビリ体操指導士会と日程調整をし、５月から教室開催ができるようにします。

【お問合せ・お申込み】潮来市介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０・３９３

申し込み方法

シルバーリハビリ体操指導士とは…

長寿万歳教室に参加しませんか

長寿万歳教室の様子
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　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。

（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、高齢者クラブなど、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）に従量額（１㎏/５円）を

加えた額です。（100円未満切り捨て）

１．びん類等で重量測定が困難な場合は、算定基準

に基づきみなし重量から計算します。(詳しく

は環境課までお問合せください。)

２．同一団体から複数回の申請があった場合、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。

※詳しくは下記までお問合せください。

助 成 内 容

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

ＥＭ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

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

申 請 資 格

（１）潮来市内に住民登録があり居住していて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

申　請　者 上記資格のある世帯の世帯主

必要なもの

（１）購入した際の領収書

（２）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

（３）申請者の印鑑

（４）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）

注 意 事 項
助成を希望される方は、必ず、購入前に環境課までお問合せください。なお、補助

金は、予定額に達した時点で締め切らせていただきます。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.63-1111　内線251～253

「支給対象団体」は

「申請」するには

「奨励金の額」は「資源物」とは 

リサイクル推進団体奨励金を交付します

生ごみ処理機器の購入費の一部を助成します

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.63-1111　内線251～253
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　昨年、市民の皆様より潮来市指定ごみ袋をもっと市民の皆様に親しまれ、そしてごみ出しが楽

しくなるような袋のデザイン募集をしたところ、477作品の応募がありました。アヤメをモチーフ

にした作品、リサイクルや地球環境をイメージした作品など、どれもすばらしい作品でした。

　昨年12月に審査会を行い、477作品の中から最終的に８作品を採用決定しました。

　３月11日に市長室において父兄の見守るなか表彰式が行われました。ご応募くださった皆様並

びに審査員の皆様にお礼申し上げます。

受賞者
　茂木　恵斗さん　　（牛堀小学校２年）

　木ノ内湧太さん　　（牛堀小学校３年）

　古谷野美紀さん　　（潮来第二中学校２年）

　五味　千鶴さん　　（潮来第二中学校２年）

　浅野小百合さん　　（牛堀中学校３年）

　冨山　佳代さん　　（潮来第二中学校３年）

　紫村　智美さん　　（潮来市役所）

審査会
　審査委員長　鈴木副市長

　審査委員　　環境経済部長

　　　〃　　　潮来市廃棄物減量等推進協議会（２名）

　　　　　　　藤崎　忠徳　平山千恵子

　　　〃　　　潮来市家庭排水浄化推進協議会（２名）

　　　　　　　沼里キミ子　藤島久美江

　　　〃　　　延方生活学校（２名）

　　　　　　　藤原　正子　根本美佐子

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

「可燃ごみ袋」 「黄色のプラスチック・

ビニール資源ごみ袋」

潮来市指定ごみ袋の
デザインが決定しました！

「緑色の缶・ビン・

ペットボトル資源ごみ袋」
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　潮来市では、安全でおいしい水

道水をPRするため、500mlのペット

ボトルを製造しました。

　中身は、北浦の水をもとに田の

森浄水場で製造した水で、厚生労

働省の諮問機関である「おいしい

水研究会」がまとめた、おししい

水の要件にあてはまっています。

　この水道水ペットボトルの名称

及びラベルの図案を募集したとこ

ろ、名称152作品、図柄25作品の応

募があり、審査の結果、下記の皆さんが受賞され、３月11日に市長

室において表彰されました。「いたこのおいしい水」は、今後、市内

のイベント等においてPR用に活用されます。

１次審査

日　　時　　平成19年11月15日

場　　所　　田の森浄水場会議室

審査委員　　市職員

【名称の部受賞者】

内山　美穂さん（日の出小４年）

福田　晴香さん（大生原小４年）

木村　美智さん（日の出小４年）

林　　宗男さん（水資源機構）

【ラベル図柄の部受賞者】

笹原　智弘さん（水資源機構）

山谷　忠男さん（市内在住）

水道水ペットボトル名称及びラベル決定までの審査会について

２次審査

日　　時　　平成19年12月10日

場　　所　　潮来市役所市長室

審査委員　　 田市長

　　　　　　鈴木副市長

　　　　　　《潮来市水道施設整備事業評価審議委員会》

　　　　　　菊地義昭（茨城大学助教授）

　　　　　　石橋仁一（区長会前会長）

　　　　　　木村　洋（民間自治功労者賞受賞者）

　　　　　　伊藤英子（水環境ボランティア）

【お問合せ】潮来市水道課　TEL.６７-５７４３
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シルバーリハビリ体操（いきいきヘルス体操）で元気づくり

～いきいきヘルス体操で健康づくり支援のまちづくり！～

～第二のライフステージを地域に行政に生かしましょう！～

電話、メール等にて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＞　潮来市企画財政課　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

　シルバーリハビリ体操（いきいきヘルス体操）との出会いは、平成15年

にレイクエコー（行方市）で行われた元茨城県立医療大学病院長の太田

仁史
ひ と し

先生（シルバーリハビリ体操発案者）の講座に参加した事がきっかけ。

両親の介護を13年間行い、自分自身の体力気力も無くしていた時で、

太田先生の講座は正に求めていたものとの出会いと感じ「これだ！」と

思ったそうです。

　平成18年にはシルバーリハビリ体操指導士（２級）を取得。以来、

地域でお役に立ちたいと延べ約 3，500人もの指導をされ、高齢者の皆さ

んが、いきいきしてくる様を見て自分自身も元気をもらっているそうで

す。下河さんは、高齢者の皆さんに、これからもシルバーリハビリ体操

を伝え、１人でも多くの方に元気で長生きしてほしいと願っています。

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！

シルバーリハビリ体操（いきいきヘルス体操）で元気づくり

　今回は、シルバーリハビリ体操指導士としてご活躍中の下河よし子さん（62歳）を

ご紹介します。

下河よし子さんの活動紹介

スローライフ　ステージ　ば ん ざ い！（Vol.４）

下河さん独自の取り組みや今後の展開は如何で

しょうか？

市から長寿万歳教室等６箇所、他に高齢者施設

等８箇所の指導をさせていただき、体操だけで

なく踊りや歌を導入し、参加された方が楽しい

と感じていただくこととコミュニケーションを

大切にしています。また、引きこもりがちのお

年寄りの方にヘルス体操を体験していただき、

元気になってほしいと願っています。少人数

（３人以上）の集まりでも、出前で講座をやら

せていただきます。

Q

A

Q
A

下河さんの現在の活動状況についてお聞きしました

下河さん

Q

A

高齢者だけでなく若い方にも良さそうですね！

公民館主催の講座でとても喜ばれています。老
化や病気の予防として、手軽に場所をとらず仕
事の合間などに、肩こりや腰痛の予防としても
出来ます。若いうちから取り入れると、高齢に
なったときに違いが出てきますよ。

潮来市男女共同参画ネットワーク連絡会会長と
しても活動されていますね。

性別に関りなく、男
ひ

女
と

が力を発揮し認められる
社会を創りたいと思っています。
　市政公開講座や女性議会を体験し、現在は家
庭と仕事そして地域活動や余暇をバランスよく
実践できる環境づくりを目指しています。
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　下水道は、何でも流していい施設ではありません。流す物によっては汚水管などを

傷めます。下水道はみんなで使う大切な施設です。下水道に汚水を流すときは一人一

人注意し、上手に使いましょう。

生ゴミを捨てない
　下水道のつまりの原因になります。細かく砕いてもだめで

す。ゴミ箱に捨てたり流し口にスクリーンを設けて除去して

ください。特にマッチ棒、はし、魚の骨等に注意してくださ

い。ディスポーザー（※）は使用しないでください。

※台所のシンクの下に設置する生ゴミ処理機

トイレに物を流さない
　トイレットペーパー以外（新聞紙、紙おむつ、ガム、タバ

コなど）の物は絶対に流さないでください。トイレの詰まり

の原因となり、修理となると使用する方の大変な費用負担とな

ります。

油を流さない
　天ぷら油などの廃油は石けんと化合して固まり、下水道管

を詰まらせたり処理場の機能を低下させるので流さないでく

ださい。油は新聞紙に吸収させるなどの処理をしてゴミとし

て捨ててください。

有害物質を流さない
　ガソリン、シンナー、石油、アルコール類などの揮発性の高

い物質を流さないでください。危険物等を流すと、事故（爆発

等）の原因となります。

【お問合せ】潮来市下水道課　TEL.６３-１１１１　内線３２４・３２５

下水道はみんなの施設
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11

!!!!

◎団体プロフィール◎

●会　　長：飯田ひろ子

●会　　員：50名

●設　　立：平成９年

●活動場所：水郷トンボ公園

トンボ公園開園作業ボランティア募集
～５月の空の下、楽しく汗をかこう～

【日　時】５月３日（土）・４日（日）　午前９時～午後４時

【集　合】水郷トンボ公園

【準　備】汚れてもよい服装と着替え、長靴、タオル

【作　業】カワセミ田んぼの田植え、アサザやガガブタなど水

生植物の植え付けなど。

　※昼食は用意いたします。

　参加を希望される方は、下記までご連絡ください。

【問合せ】潮来ジャランボプロジェクト事務局　塚本　℡.94-3663



22広報いたこ 2008
５月号 Vol.85

【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

ヴィクトル・ユゴー（1802年２月26日 ～ 1885年５月22日）

「ヴィクトル・ユゴー文学館」「昭和初期世界名作翻訳全集」

「パリの王様たち　ユゴー・デユマ・バルザック三大文豪大物くらべ」

「子どものための世界文学の森」「レ・ミゼラブル」

「ああ無常　新装少年少女世界文学全集」

（　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 31

５月の図書館カレンダー

図書館の出来事

起業・創業に役立つ情報をご用意しています。

☆起業・創業全般について調べる涯「中小企業白書」「新規開業白書」など

☆起業・創業のノウハウを調べる涯「起業するならこの１冊」

　　　　　　　　　　　　　　　　「夢をかたちにする独立起業成功プログラム」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 など

☆事業計画を調べる　　　　　　涯「起業のための事業計画書のすべて」など

☆会社設立について調べる　　　涯「すぐ役立つ株式会社設立マニュアル」など

☆各業種・業態別の企業ノウハウ涯「小資本ビジネス開店開業100選」など

☆成功事例を調べる　　　　　　涯「起業家100人が伝授！自分の会社をつくって

　　　　　　　　　　　　　　　　　こんなに楽しく成功する方法」など

◎４月23日は「世界本の日」、日本では「子ども読書の日」です。この

日から５月12日までを「子どもの読書週間」としています。

◎４月20日（日）午後２時～３時　おはなし会拡大版を開催します。

「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。お楽しみに！申込みは、図書館カウンター、電話、FAXでお

願いします。

◎５月４日（日）午後２時～２時30分　こどもの日特集

図書館のおにいさん、おねえさんによる「お外で紙芝居」です。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

会をします。みんなできてね。

◎リサイクルフェアの際、ご協力いただきました寄付金19,271円は、社

会福祉協議会に寄贈いたしました。ご協力ありがとうございました。

かわいいおだいりさまとおひなさまが

できました。

３月１日（土）ひなまつりおはなし会

◎５月10日（土）午後２時～３時

おかあさんのおはなし

いたこおはなし会

◎５月15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

◎５月24日（土）午後２時～３時

みどりのおはなし

うしぼりおはなし会

◎５月１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

◎５月４日（日）午後２時～３時

こどもの日特集

図書館のおにいさん、おねえさん

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

５

３日(土) ゲド戦記 初恋

４日(日) ゲド戦記 初恋

10日(土) ジャッキーのパンやさん 娘船頭さん

11日(日) ジャッキーのパンやさん 娘船頭さん

17日(土) ポケットモンスターサイドストーリー 親指さがし

18日(日) ポケットモンスターサイドストーリー 親指さがし

24日(土) ドラえもん　のび太と銀河超特急 ALWAYS　続・三丁目の夕日

25日(日) ドラえもん　のび太と銀河超特急 ALWAYS　続・三丁目の夕日

（５月の午後３時からは、県内をロケ地にした作品を上映）

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

５月は図書館振興の月“図書館に集まろう月間”です

です。スタートの季節に「ビジネス支援特集」

図書館からお知らせ

春
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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

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

石毛医院562-2523

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H19.9月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H19.12月生）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.5月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

子育て広場（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）
マタニティセミナー
（か）

子育て広場（図）

こどもの日

子育て広場（中） 子育て広場（中）

子育て広場（中）

ストレッチ体操（い）

May

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

振替休日

子育て広場（中）
何でも育児相談（中）

5 の
カレンダー

潮来トライアスロン
全国大会

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H18.10月生）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.2月生）

マタニティセミナー
（か）

＋当番医

朝井医院566-7677

みどりの日

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.62

潮来市では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１～５時）

　　　　　　・５月開設日…８日・22日　℡.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

【お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３-１１１１　内線２０６

　現在、少子高齢化の急速な進行、また、国際化や情報化などの進展により地域社会に急激な変化がも

たらされています。この変化に対応し、活気ある地域づくりや誰もが安心して生活できる社会を築いて

いくためには、一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し男女が共にいきいきと活躍できる環境を整備す

ることが重要です。そこで、市ではあらゆる分野に男女共同参画の視点を反映させ、総合的・計画的に

男女共同参画社会の形成を図るために「潮来市男女共同参画基本計画」を策定し、計画に掲げた施策の

実施状況について毎年、市民に対し公表していきます。今回は、第１回目として平成18年度における施

策実施状況について公表いたします。

　計画は７つの基本目標のもと367項目の施策を掲げており、うち242項目は何らかの形で事業に着手

しています。しかし、残り125項目については18年度中に実施されておらず、目標別にみても偏りが見

受けられます。今後はさらに、行政の横の連携を密にし、各種団体、事業所の皆様のご協力をいただき

ながら計画の実施に向けて取り組んでまいります。

　詳しい内容については、潮来市役所ホームページ（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）をご覧ください。

VOL.62潮来市男女共同参画
基本計画に基づく
施策実施状況（H18年度）を公表しました

水郷潮来
あやめまつり大会
開会式
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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

10,590世帯 （－ 5）15,677人15,317人 （－60）（－29）30,994人（－89）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

「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

潮来市国際交流協会が
設立されました

第一部活動発表
　「国際交流の会・ポプラ」の藤原
正子会長と同会主催の日本語教室の
生徒さんによる活動発表

第二部基調講演
　パックンマックンによるトーク
ショーで、会場は多いに盛り上がり
ました

第二部基調講演
　パックンの英語の質問に英語で答
える「パックン英検」ちょっと難し
かったかな？

開会式
　公務多忙にもか
かわらず、額賀財
務大臣が来賓とし
て出席されました

開会式
　潮来市国際交流

協会の会長となっ

た 田市長の挨拶

オープニングセレモニー
　｢ITAKOクオリティー・
ウィメンズネット｣の皆さ
んによる踊りの披露

オープニングセレモニー
　「源囃子連」の皆さん
による潮来ばやしの演奏
と、「おきゃん連」の皆さ
んによる踊りの披露

　３月15日（土）、潮来ホテルにおいて、市内の国
際交流に熱意と理解のある団体・市民により、潮
来市国際交流協会（会長　 田千春）が設立され
ました。また、設立記念事業として「潮来市多文
化共生社会を考えるシンポジウム～外国人が住み
やすいまちを目指して～」が開催され、約400名
の皆さんが会場に訪れ、熱気あふれるシンポジウ
ムとなりました。




