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いたこファミリー・サポート・センター

と呼んでください
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　市内に在住か在勤で、子育ての手助けを受けたい方、手助けを行いたい方はファミリー・サポート・センターの

窓口で申し込むと会員になれます。特別な資格などは必要ありません。

○保育園や幼稚園の開始前や終了後に
○学校や学童クラブの開始前や終了後に
○保護者の病気や急用のときに
○買い物や趣味活動などで外出したいときに
○その他、お子さんの世話に関すること
　（小学生までのお子さんが対象です）

　「いたこファミリー・サポート・センター」は地域の子育て支援事業として「いたこの子を地域のみんなで

育てましょう！」を合言葉に、お子さんの一時預かりをすることで子育て中の人達を応援しようという活動です。

　８月現在で111名（利用会員57名・協力会員47名・両方会員７名）の方に登録していただき、活動数は20件

になりました。

　『ファミサポ』の利用方法や会員の声、活動の様子などをご紹介します。

　私たち夫婦は実家が遠く自分が病気のときには主人し

か頼る人がいませんでした。子どもは遠方の義姉に預

け、何ヶ月も顔を見られずにつらい思いもしました。当

時、家事のサービスはあっても子どもをみてくれる方は

いなかったのです。そんな経験があるからこそ、子育て

中の方たちのお手伝いができればと思いました。

協力会員　（川尾・Ｎさん　50代）

　学童クラブにお世話になり、それ以外の時は実家に助

けられています。実家の両親が都合の悪い時に利用する

つもりです。これからは両親にもゆっくり旅行をしても

らえそうです。

利用会員　（芝宿・Ｙさん40代）

　働く親として子どもをみてくれるところがあると助か

るし、私自身もそういう人達の手助けがしたいと思った

ので登録しました。

両方会員　（曲松・Ｔさん30代）

（両方会員とは、手助けを受けることと、おこなうことの両方を
希望する方）

月曜日～金曜日
午前７時～午後７時

１時間あたり700円

土曜・日曜・祝日
上記以外の時間帯

１時間あたり800円

いたこファミリー・サポート・センター

と呼んでください

利用時間と利用料

こんなとき　
お子さんをお預かりします

こんな気持ちで

会員になりました

ファミリー・サポート・センターの会員になるには
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　仕事と子育てで忙しい毎日です

が、パッチワークを勉強したいと

いう夢を叶えるためにファミ

リー・サポート・センターに相談

しました。「子育て中だから」という理由で、今やり

たいことを先延ばしにしたくなかったからです。私の

気持ちを理解していただき、良い方を紹介してもらい

感謝しています。

　とても楽しく過ごさせていただいたようで、娘は

「（協力会員の）横田さんのおうちへ今度いつ行けるの？」

と次回の訪問を心待ちにしています。ファミサポで知

り合えた人生の先輩方には、私の知らないことを子ど

も達にたくさん伝えて欲しいと思っています。

　今回ファミサポを利用して、私も将来はぜひお世話

する側になってみようと思いました。これからもよろ

しくお願いします。

（内田陽子さん27歳　明紗子ちゃん３歳　武洸くん１歳）

　自分が現役の頃、子育てはすべ

て家内任せでした。無事に定年を

迎えた今、遊びに来る孫たちと遊

ぶ時間が持てるようになり遅れば

せながら子育ての楽しさを味わっています。そんな折

ファミリー・サポート・センターから依頼があり、孫

たちと同年齢のこともあって３歳と１歳のかわいい姉

弟の預かりをお引き受けしました。事前に顔合わせを

していたので元気な二人はすぐに打ちとけ、お絵かき

をしたり公園で遊んだりして、楽しく過ごすことがで

きました。私ひとりでは不安に思ったのでしょう、家

内も協力してくれました。（感謝！）

　同じ環境にいる同世代の人達にもファミサポのこと

を知ってもらい、ぜひ仲間になってもらいたいと思っ

ています。

（日の出・横田常男さん　63歳）

・子育てサポーター（協力会員）講習会

　　…幼児安全法について学びます。

・会員交流会

　　…会員同士の親睦を深めましょう。

　　　併せて趣味のミニ講座も開きます。

　　　【お問合せ】「いたこファミリー・サポート・センター」

　　　　　　　　　　潮来市社会福祉課 子育て支援室内　TEL.６３－１７７９（直通）

　娘は保育園に通っています。家

の都合で迎えの時間に間に合わな

いことがあったのでファミリー・

サポート・センターを利用しまし

た。保育園に迎えに行ってもらい、そのまま協力会員

の諸星さんのお宅で私の仕事が終わるまで預かってい

ただきました。家に帰ってから娘に様子を聞くと「楽

しかったよ。」と言っていたので安心しました。娘の

好きそうな遊びを選んで相手をしてくれたようです。

困った時には、またお願いしようと思っています。

　頼みたい時、“緊急事態”というのは急に起きるの

で、そんな時にこそ頼れるようなセンターの対応を希

望しています。

（Ａさん30代　娘さん５歳）

　最初は少し不安だったようで

「ママ、すぐ来る？」と何度か聞

いていましたが折り紙、あやと

り、すごろくなどで遊ぶうちにす

ぐに元気になりました。女の子でもピンクよりブルー

が好き、スカートよりズボンが好きなど自分のことを

たくさん話してくれました。楽しそうにおしゃべりし

ながらリュックからガムを２枚取り出すと「おばちゃ

ん、一緒に食べよ。」と私にくれました。その気持ち

がかわいく、とても嬉しかったです。

　初めてのお預かりで私自身心配がなかった訳ではあ

りませんが、かわいいお子さんと知り合えたことや貴

重な体験ができたことに感謝しています。

（下田・諸星愛子さん　54歳）

今後の行事予定

ファミサポ活動のご紹介

協力会員利用会員

協力会員利用会員

（実際に利用・協力された方々の声を、ご紹介します）
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　鹿行広域消防本部での救急車の出場は、平成19年中は4,553件となり4,336人

を搬送しています。（救急車で搬送された方のうち、約47％は入院の必要のな

い方でした。）また、ここ10年間で救急搬送人員は約46％増加しています。

　このままでは真に救急車を必要とする方への対応が遅れ、救命活動に影響が

出るようになります。定期的な通院等においてタクシー代わりに救急車を呼ぶ

ことは控えてください。

　大切な命を救うために、救急車の適正利用をお願いします。

症状が軽く、どこの病院へ行けばよいかわからない場合は、次の病院紹介先を活用してください。

　　　　　　　　　茨城県救急医療情報コントロールセンター…TEL.０２９－２４１－４１９９

　　　　　　　　　茨城県救急医療情報ホームページ……………http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　　　　　　　　　鹿行広域事務組合消防本部警防課……………TEL.０２９１－３４－８１１９

救急車の適正利用にご協力を

※緊急に病院へ搬送しなければならない場合は、迷わず119番で救急車を要請してください。

　潮来市消費生活センターでは、相談者の方から借金の状況を詳しくお聞きし、場
合によっては弁護士会や司法書士会等を紹介しています。決して一人で悩まずにご
相談ください。

対処方法
　債務整理の方法は四つあり、どの方法が適しているかは、状況等を考慮して判断

します。

①任　意　整　理　　債権者との話し合いによって和解。

　　　　　　　　　　個人で和解交渉も可能ですが、弁護士か、代理権を持った司

法書士に委任することが多い。

②特　定　調　停　　裁判所を通じて債権者と交渉する方法。

　　　　　　　　　　合意が成立すれば、確定判定と同じ効力を有する調停調書が

作成されます。

③個人再生手続き　　裁判所が認定した再生計画に基づき、債務の一部を分割して

返済し、残りの債務を免除してもらう方法。

④自　己　破　産　　全財産を債権者に分配し、残った債務を全額免除してもらう

方法。

ヤミ金トラブルにあった場合
　すぐに警察に相談し、併せて債務整理について相談窓口に相談する。

　相談者のほとんどがヤミ金とは思わずにオトリ広告に騙され、ヤミ金業者に連絡しています。

　「誰でも」「すぐに」「低金利」で貸します等という条件の良すぎる広告は警戒が必要です。

～多重債務解決の糸口は必ず見つかります～

相談事例
　多重債務の相談は大きく二つに分けることができます。

　　①多重債務の整理方法を相談するケース。

　　②ヤミ金業者の巧妙なオトリ広告に騙され、違法な高金利で借金したり、脅迫

的な言葉で脅される等、深刻な状況になり相談するケース。

病院紹介先

でお悩みの方へ借金

涯

涯

涯

涯

【相　談　先】

　潮来市消費生活センター　TEL. ６２－２１３８

　・受付時間等　　月・火・木・金の午前９時30分～正午・午後１時～４時

【お問合せ】鹿行広域事務組合 消防本部警防課　TEL.０２９１-３４-８１１９

潮来市消費生活センターからのお知らせ
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　潮来市では、市民の皆さまの利便性の向上をめざし、10月1日（水）から下記施設の「休館（業）日」・「受付期間」

を変更します。

公民館・図書館・前川運動公園・

かすみの郷公園・日の出運動広場の

休館（業）日・受付期間がかわります

施設名 改正前 10月1日以降

（１）休館日・休業日
　・公民館・図書館
　・前川運動公園
　・かすみの郷公園
　・日の出運動広場

毎週月曜日
休館（業）日は月曜日ですが、月曜日が国民
の祝日にあたるときは開館（業）し、その日
後の直近の休日でない日を休館（業）とします。

（２）使用申請の受付開始
　・潮来公民館大ホール

使用する月の３箇
月前の初日から

使用日の３箇月前から（ただし、引続き３
日を越えて使用することはできない。）

　・潮来公民館大ホールを
除く各公民館

使用する月の１箇
月前の初日から

使用日の２箇月前から（ただし、引続き３
日を越えて使用することはできない。）

　・前川運動公園
　・かすみの郷公園
　・日の出運動広場

使用日の１箇月前
から

使用日の２箇月前から（ただし、引続き３
日を越えて使用することはできない。）

（３）年末年始の休業日
　・前川運動公園
　・かすみの郷公園

１２月２８日から
１月５日まで

１２月２９日から１月３日まで

７月31日（木）、大生原地区６区長及び地元住民・潮来
市長・県廃棄物対策課・鹿行地方総合事務所環境保全

課・地元県議会議員・行方警察署・潮来市議会議員・事業
者など約70人が見守る中、水原横山地区内に建設残土によ
る埋立てを計画している事業者が搬入路造成作業の際に埋
立てした土砂の廃棄物確認調査を実施しました。
　これは大生原地区６区長及び地元住民から、「事業者が搬
入した土砂に廃棄物が混入しているのではないか」との調
査要望書が提出されたことを受け実施したものです。
　確認調査当日は、搬入した土砂を重機で掘り起こし、地元住民と共に確認作業をしたところ、汚泥の疑いもある
ことから、土砂のサンプルを採取し分析検査を行うことになりました。
　分析の結果、環境省により土壌汚染の「特定有害物質」※に定められているフッ素が環境基準値を超えて検出され
ました。

　分析結果をふまえ、市としては、住民の安心・安全な環境を守るため、事業者並びに地権者に対し土壌分析の結
果を報告するとともに、搬入された土砂の撤去を指示しました。
※「特定有害物質｣とは、これが土壌に含まれていると、健康に被害を生じるおそれがあるとされているものです。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５０・２５１・２５４

1おもな
変更点

施設の事前予約受付期間を延長

します。

下記施設については、月曜日が国民の祝日にあたると

きは、開館（業）します。

水原横山地区において

廃棄物確認調査実施

　　　　　【お問合せ】潮来市生涯学習課　TEL.６４-２６１１　内線６４１・６４２
　　　　　　　　　　　潮 来 市 立 図 書 館　TEL.８０-３３１１
　　　　　　　　　　　潮来市立中央公民館　TEL.６６-０６６０

2

10月1日か
ら

10月1日か
ら
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◎全国小学生ソフトテニス選手権大会

・個人戦（ダブルス）

　篠塚　優華（津知小６年）

　兼平　麻美（潮来小６年）
組：２回戦敗退

・団体戦（ダブルス３組）

　上記篠塚・兼平両選手が、茨城県代表として出場

　：予選リーグ敗退

◎茨城県スポーツ少年団スポーツ大会（ソフトテニス）

・高学年女子の部

　小倉　春風（潮来小６年）

　久保宮咲紀（延方小６年）
組：優　勝

　坂本　未咲（津知小６年）

　五味佳奈子（延方小６年）
組：第３位

・低学年女子の部

　川島ななみ（津知小４年）

　山本悠稀奈（深芝小４年）
組：優　勝

※上記の子ども達は、９月23日から埼玉県で行われる

「スポーツ少年団関東小学生ソフトテニス大会」に

出場します。

ソフトテニススポーツ少年団
結果報告

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

広報いたこ 2008
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　７月30日（水）、オリンピック日本代表に選ばれた

鹿島アントラーズの内田篤人選手が表敬訪問のため潮

来市役所に訪れました。

　当日は、 田市長をはじめ、市内スポーツ少年団な

ど多くの方々が激励のために集まりました。

　残念ながらオリンピックでは、サッカー日本代表は

勝利することは出来ませんでしたが、内田選手の今後

の活躍が期待されます。

鹿島アントラーズ内田選手表敬訪問

　８月25日（月）、「全国小学生ソフトテニス選手権大

会」（８月７日～10日・熊本県）及び「茨城県スポー

ツ少年団スポーツ大会（ソフトテニス）」（８月10日・

水戸市）に出場した潮来市ソフトテニススポーツ少年

団（小林俊夫団長）の子ども達が、結果を報告するた

め市長室を訪れました。 田市長は「勝負事は“勝ち

たい”という強い気持ちが大切。これからも頑張って

ください。」と話しました。

　８月６日（水）、「関東中学校剣道大会」に出場を
決めた潮来一中剣道部の小幡有希さん（３年）と、
「関東中学校卓球大会」に出場を決めた潮来二中卓
球部の皆さんが、出場の喜びを 田市長へ報告する
ため市長室へ訪れました。 田市長は「関東大会で
も頑張ってください」と応援の言葉を贈りました。
　「関東中学校剣道大会」は８月７日・８日にひた
ちなか市総合運動公園にて、「関東中学校卓球大会」
は８月９日～11日に群馬県前橋市市民体育館にて行
われました。どちらも上位入賞とはなりませんでし
たが、今後の活躍が期待されます。

中学総体関東大会出場
一中剣道部・二中卓球部

二中卓球部の皆さん
一中剣道部 小幡有希さん
（写真左から２人目）
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　８月６日（水）、７月に行われた「第４回ノーブルホームカップ学童軟式野球大会」に出場し、見事優勝した潮来

レッズの皆さんが喜びを 田市長に報告するため、市役所を訪れました。 田市長は「“優勝”するのは、とても難

しいこと。本当におめでとう」と話し、子ども達と一緒に勝利を喜びました。また、潮来レッズは「のび伸び牛乳杯

第28回茨城県ちびっ子野球選手権大会」にも出場し、８月19日（火）に那珂市の那珂総合公園野球場で行われた決勝

戦で見事勝利し、優勝を飾りました。決勝戦には 田市長も応援に駆けつけ、子ども達に熱い声援を送りました。

潮来レッズ大活躍

　８月１日付で髙野るみ子

さんが、厚生労働大臣よ

り民生委員児童委員に委

嘱されました。任期は約

３年です。

　また前任者の大﨑 侯さ

んには約６年半の間、地

域福祉にご尽力をいただ

きました。厚く御礼申し

上げます。

民生委員児童委員
（清水地区担当）の変更について

新任　髙野るみ子さん

　８月12日（火）、セイ

ミヤ延方店において、

田市長、環境課職員、延

方生活学校の皆さんが地

球温暖化防止のため、レ

ジ袋削減運動を実施しま

した。

　当日は、買い物に訪れ

た皆さんに、必要以上に

レジ袋をもらわないよう、

呼びかけました。

レジ袋削減「店頭キャンペーン」
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　８月20日（水）、

市長室において、潮

来市に対し土地及び

家屋等（四丁目・土

地約180坪）を寄付

して頂いた磯山輝昭

さん（東京都世田谷

区）へ、 田市長よ

り感謝状が手渡され

ました。

　頂いた不動産は、

前川の津軽河岸跡に

近く、 田市長は

「大変ありがたいこ

と。ぜひ有効に活用

したいと思います。」

と感謝の言葉を述べ

ました。

不動産が寄付されました

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　８月12日（火）～16日（土）、潮音寺（日の出）にお

いて、万燈会がおこなわれました。

　期間中は毎日、献燈された約１万の燈籠
とうろう

に火がともさ

れ、境内はとても幻想的な雰囲気に包まれました。

　また、最終日の８月16日（土）は、あいにくの雨模様

となりましたが、潮音寺の隣りの日の出第２近隣公園

（ひょうたん池）まで広げられました。

幻想的な雰囲気に包まれて

潮音寺～万
まん

燈
とう

会
え

～

　潮来市において、全国で初めて競漕艇を

使う本格的なレガッタの少年団として、潮

来市ボートスポーツ少年団（發出總司団

長）が創設されました。

　創設にあたり市内の小学４～６年生の児

童12名が入団し、８月２日（土）には、市

立ボートセンター「あめんぼ」において、

少年団として初めての練習が行なわれまし

た。市体育協会ボート部の方々が指導にあ

たり、ボートの勉強や陸上での漕艇練習、

水上練習などを行ないました。

ボートスポーツ少年団創設
　８月24日（日）、かすみの郷公園において、第７回潮来市消

防団ソフトボール大会が開催されました。この大会は、団員同

士の親睦と相互理解を図るために行われたもので、当日は11

チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。結果は次のとお

りです。

消防団ソフトボール大会開催

優　勝　第１分団（西丁、大塚野、浜丁、上丁、２丁目）

準優勝　第２分団（３丁目、あやめ２丁目、４丁目、５丁目、東部）

第３位　第７分団（古高、新宮、下田、大山）

第３位　第10分団（水原）

優　勝：第１分団 準優勝：第２分団
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City News Flash

　８月23日（土）、牛堀北利根川沿い（水郷

北斎公園前）を会場に、第31回水郷潮来花

火大会が開催されました。

　当日は約3,000発の花火が打ち上げら

れ、訪れた多くの皆さんの目を楽しませま

した。また、潮来市商工会による「北斎ま

つり」も開催され、ミニコンサートやフラ

ダンスなどが披露されました。

水郷潮来花火大会

茨城県ハイヤータクシー協会

潮来支部　 30,000円

匿　名 　2,000円

清水次郎長会 　15,000円

潮来市商工会女性部 　6,665円

善意銀行
（８月分・敬称略） 　10月15日（水）に予定していた法律相談について、

都合により10月29日(水)に変更となります。

詳しくは下記までお問合せください。

法律相談実施日変更のお知らせ

 【お問合せ】潮来市社会福祉協議会
　　　　　 　TEL.６３-１２９６

　７月27日（日）、前川あやめ園において、「市民あやめ

園整備事業」（31団体・約140名参加）、「花菖蒲１人１

鉢運動」（約160名参加）が行われました。これらの事

業は、市民自らがあやめ園の管理に関わったり、花菖

蒲の鉢植えを自宅へ持ち帰り育成することで、市民が

誇れる観光地づくりを目指して実施されたものです。

市民が誇れる観光地を目指して

・潮来応援団

・潮来環境塾

・水郷潮来観光ボランティア

　連絡協議会

・水郷アマチュアマジシャンクラブ

・潮来市ろ舟保存会

・潮来倫理法人会

・新潟県人会

・潮来市菊の会連合会

・潮来市花菖蒲協会

・水郷潮来観光協会

・あやめ１丁目商店会

・潮来旅館組合

・ITAKOクオリティウィメンズネット

・潮来市ネットワーカー連絡協議会

・牛堀地域女性団体連絡会

・津知地域女性団体

・延方地域女性団体

・更生保護女性会

・八代地区ふれあい給食サービス

・潮来市商工会

・潮来市商工会女性部

・潮来市商工会青年部

・（社）鹿行法人会潮来地区会

・（社）鹿行法人会潮来地区女性部会

・（社）鹿行法人会潮来地区青年部会

・（社）潮来市シルバー人材センター

・潮来市議会

・潮来市農業委員会

・潮来市教育委員会

・潮来市社会福祉協議会

・潮来市役所　　　　 （順不同）

◎花菖蒲通信◎

　「花菖蒲１人１鉢運動」で作成した花菖蒲の鉢植えには、８月下旬から９月上旬に１回目の施肥を行います。

１鉢に対して化成肥料３ｇが目安ですので、まだ行っていない方は施肥をしましょう。

市民あやめ園整備事業参加団体
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屋外広告業の登録は
お済みですか？
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　　　【お問合せ】茨城県土木部都市局都市計画課　都市行政グループ
　　　　　　　　　TEL.０２９-３０１-４５８３（直通）　FAX.０２９-３０１-４５９９
　　　　　　　　　E-mail：toshikei-gyousei@pref.ibaraki.lg.jp

■茨城県では、はり紙や広告看板などの屋外広告物の適正な表示を推進するため、平成１８年１０月１日から屋外

広告業（※注）の登録制度を導入しました。

■茨城県内で屋外広告業を営もうとする方は、茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し、登録を受けることが必要

です。

（※注）「屋外広告業」とは
　「屋外広告業」とは、広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置を希望する者（広告主）からその工事

を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う法人又は個人を指します。

　①元請け、下請け等の立場や形態の如何は問いません。

　②自身で屋外広告物の表示等を行わない者は該当しません。

　　　該当しない者の例：広告代理店（表示等の行為を自ら行わない場合のみ）

　　　　　　　　　　　　チラシやポスター等の印刷業者（同上）

○登録申請の手続
登録申請は、登録申請書及び関係書類（※）を作成のうえ、下記の申請受付窓口へ持参又は郵送（簡易書留

限定）してください。

また、登録申請手数料１０，０００円は、同額の茨城県収入証紙を登録申請書に貼付することで納付して

いただきます。

（※）関係書類の内訳

・誓約書（規則で定められた様式によるもの）

・略歴書（同　上）

・登記事項証明書（法人で申請する場合のみ）

・住民票（個人で申請する場合）／役員全員の住民票（法人で申請する場合）

・業務主任者の資格を証明する書類の写し（屋外広告士登録証、屋外広告物講習会修了証、等）

・業務主任者の住民票

申請受付窓口

〒３１０－８５５５

茨城県水戸市笠原町９７８－６

茨城県土木部都市局都市計画課

都市行政グループ

－屋外広告業を営むためには、登録が必要です－

　なお、登録申請書、誓約書及び略歴書の様式や記載例について

は、茨城県都市計画課ホームページの「トピックス」にございま

す「屋外広告業者登録制度のお知らせ」を参照してください。

ホームページ

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class09/

屋外広告業の登録は
お済みですか？

　茨城県では、皆さまから１日に使用した交通機関などを教えていただくことで、人の１日の移動を把握し、

暮らしやすいまちづくりの検討を進めていきます。

　このため、９月末～11月にかけて交通に関する調査「東京都市圏パーソントリップ調査」を実施いたします。

　対象とさせていただくご家庭には調査票をお送りいたしますので、本調査へのご理解とご協力をお願いいた

します。

　【お問合せ】茨城県土木部都市局都市計画課　川野・高橋　TEL.029-301-4579
　　　　　　　ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class09/

東京都市圏パーソントリップ調査にご協力を
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【お問合せ】
　潮来市収税課
　TEL.63-1111 内線127～130

第２回

　市民の皆様から納付して

いただく税金について、疑

問に思われる事などを、Ｑ

＆Ａ形式でお知らせします。

　今回は、「納付書を紛失し

た場合」と「市（県）外から

納付する方法」についてお

知らせします。

　　.市（県）外から納める

方法はありますか？

　　.納付書をお持ちであれ

ば、関東各都県及び山梨県

内のゆうちょ銀行で納める

ことができます。

　上記以外の遠方より納付

される場合は、収税課まで

ご連絡ください。

　なお、安心で便利な口座

振替のご利用をお勧めしま

す。

　　.納付書を紛失したので

すが、どうすれば納付でき

ますか？

　　.市役所（収税課窓口）

及び出張所（１階窓口）で

納付書の再発行ができます。

　また、市外在住の方など

で来庁が困難な場合は、再

発行した納付書を郵送いた

しますので、収税課までご

連絡ください。

Q

Q

納税Q&A

市税の納付は便利で
確実な口座振替で

　これらのＱ＆Ａは、潮来市

ホームページでも見ることがで

きます。

潮来市地域包括支援センター

　高齢者虐待の早期発見、把握に努め、高齢者のみなさんをお

守りします。

高齢者虐待を防止します！
（権利擁護業務）

シリーズ３-①

　　　　　　「外傷を生じるおそれのある行為」「痛みを与える行為」を含

むので、傷があるかどうかで判断するわけではありません。

また「外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為」をい

います。

【例えば】

・平手打ちする、つねる、殴る、蹴る、やけど・打撲させる。

・むりやり食事を口に入れる。

・ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘

束・抑制する。

　高齢者虐待には身体的虐待、放棄・放任、心理的虐待、性的虐待、

経済的虐待とに分かれます。今回は身体的虐待と放棄・放任について

の具体例をあげてみましょう。

高齢者虐待とは具体的にどのようなことをいうのでしょうか？

　潮来市地域包括支援センターでは潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運

営委員会を通し、関係機関の連携強化を図るとともに、住み慣れた地域に

おける高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とし、高齢者の虐

待防止の拠点として、虐待の早期発見・未然防止をすすめていきます。

潮来市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会

　以下の関係機関が連携して高齢者虐待を防止します。
行方警察署（生活安全課）、水郷医師会、潮来保健所（地域保健推進室）、

鹿行地方総合事務所（福祉課地域福祉グループ）、民生・児童委員、潮来

市役所（介護福祉課・健康増進課）、社会福祉協議会、高齢者総合相談セ

ンター、潮来市地域包括支援センター

【お問合せ】潮来市地域包括支援センター（潮来市社会福祉協議会内）

　　　　　　潮来市辻765　　TEL.63-1288　FAX.63-1265

地域包括支援センターの業務内容について

　　　　　　高齢者に対して養護者が「必要な介護サービスの利用を妨げ

る、世話をしないことなどにより、高齢者の生活環境や身

体・精神状態を悪化させること」をいいます。

【例えば】

・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている。

・水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわ

たって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。

・室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。

・高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限し

たり使わせない。

・同居人による身体的虐待、心理的虐待などと同様の行為を放置する。

Q
A

身体的虐待

放棄・放任

A

A
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◆システムプログラムの更新作業に伴い、以下のサービス
利用が出来なくなりますのでご了承ください。

　　【お問合せ】潮来市市民課　市民グループ TEL.６３－１１１１　内線１１２～１１５

　「木づかい」とは、県産

材など、地域の木材による

製品を積極的に使うことに

よって森を育てる、誰にで

もできるエコ活動です。

　森林には、災害の防止や

地球温暖化の原因となる

ＣＯ2 の吸収といった様々

な働き（公益的機能）があ

ります。地域の木材を使う

ことは地域の森林整備を促

進するため、森林が本来

持っている公益的機能を発

揮させ、地球温暖化の防止

にもつながります。

　10月は「木づかい推進月

間」です。この機会に暮ら

しの中にもっと木製品を取

り入れてみませんか？

■木造住宅・木材の利用に

関するお問合せ

　水戸市三の丸1-3-2

　茨城県木材協同組合連合会

　TEL.029-227-3356

　http://www.wood-ibaraki.jp/

科　名 入学定員 主な対象 修業年限 専攻コース

農 学 科 40名
高等学校等を卒業した者

又は平成21年３月に卒業

又は修了見込みの者

２年 普通作・露地野菜・果樹

畜産学科 10名 ２年

園芸学科 30名 ２年 施設野菜・花き

研　究　科 10名
農業大学校卒又は短期大学等

卒以上又は卒業見込みの者
２年 作物・園芸・畜産

◆推薦入試

・募 集 人 員　各学科定員の60％程度

・願書受付期間　平成20年10月２日（木）～平成20年10月17日（金）

・試　験　日　平成20年10月27日（月）

・選 抜 方 法　小論文・口述試験（個別面接）・調査書等

◆一般入試（学科）

・募 集 人 員　各学科定員の40％程度（前期・後期の割合は概ね３：１とします）

・願書受付期間　前期　平成20年12月17日（水）～平成21年１月16日（金）

　　　　　　　　後期　平成21年２月９日（月）～平成21年２月27日（金）

・試　験　日　前期　平成21年１月30日（金）　後期　平成21年３月６日（金）

・選 抜 方 法　筆記試験・口述試験（個別面接）・調査書等

研　究　科

・願書受付期間　平成20年10月２日（木）～平成20年10月17日（金）

・試験日　平成20年10月27日（月）

・選抜方法　筆記試験・口述試験（個別面接）

平成21年度 茨城県立農業大学校学生募集
2009年度から、新しい県立農業大学校（専修学校）がスタートします。

大学への編入学の受験資格が得られます。

◎詳しくは入試事務局にお問合せください。

■ お問合せ　〒311－3116　茨城県東茨城郡茨城町長岡４０７０－１８６

　　　　　　 《入試事務局》TEL.０２９－２９２－００１０

■ 農大ホームページ　http://www.ibanodai.ac.jp/

入学定員

募集人員・願書受付・入学試験

○市民課窓口における電子証明書発行／失効サービス
　＜利用できない日：９月２２日（月）＞
○オンライン窓口におけるオンライン失効及び有効性確認
　＜利用できない日：９月１９日（金）～９月２２日（月）＞
○官職証明書検証サービス（※９月２４日（水）以降に電子証
明書を取得された方のみ）

　＜利用できない日：９月２４日（水）～１０月１２日（日）＞

公的個人認証
サービス
ご利用の方へ

10月は
木づかい
推進月間です

TEL.62-3000
URL:e92.net

毎週火・木曜のみ限定営業（AM10：00～PM５：00）

１日１杯の健康コーヒー（ダイエット）

テイクアウトもＯＫです。ＨＯＴもＩＣＥもオール250円

　平成20年８月
　サマージャンボ宝くじ　3等1000万円当選

営業時間（ＡＭ８：00～ＰＭ６：30）

イタコチャンス☆コーヒー

イタコチャンスセンター

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
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　７月23日（水）、今年３月に発足した潮来市国際交流協
会（会長・ 田千春市長）が、平成20年度総会及び「国
際都市ITAKOを目指して」と題し～あやめ娘を体験して
思う、潮来のホスピタリティー（おもてなしの心）～を
テーマに、 田市長、外国人として初めてあやめ娘を務
めたアーへレン・ローレン・ニコルさんとニロシャ高橋
さん、娘船頭の野口和美さん、商工会青年部長森誠さ
ん、水郷潮来旅館組合役員高塚悌治さんをパネリストに
迎え、茨城大学准教授の長谷川幸介先生をコーディネー
ターとして、ディスカッションを繰り広げました。

　当日は、 田市長の考えるまちづくりや、外国人あや
め娘の感想、娘船頭の野口さん、商工会青年部長の森さ
んのあやめ祭りに対する考え方、高塚さんにはホテル業
の現実や生き残り策などについて語っていただきました。

　協会は今後、外国人向け日本語講座や市内小中学校に
おいて多文化共生社会促進のための国際理解教育事業を
展開し、多文化への理解を促していく予定です。

 【お問合せ】潮来市企画財政課
　　　　　 　TEL.６３-１１１１　内線２１５

潮来市国際交流協会
　総会＆パネルディスカッション開催!!

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

②
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　潮来市では、家庭から出る生ごみの減量と堆肥化を進め

るため、コンポスト容器・ボカシ肥料専用容器（EM処理容

器）・家庭用生ごみ処理機の購入に補助を行っています。

助成を希望する方は、必ず購入前に環境課までお問い合わ

せください。（補助金は、予算の範囲内で行いますので、

予定額に達した時点で締め切らせていただきます。）

◎補助要件

・潮来市に住民登録があり、居住していて生ごみ処理機器で作った堆肥を自家利用できる世帯（事業者を除く）

・これまで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

対象機器 容量 対象数 補助額

コンポスト容器 70リットル以上 １世帯２容器まで
１容器購入額の２分の１

（3,000円を限度）

ボカシ肥料専用容器

　（EM処理容器）
18リットル以上 １世帯２容器まで

１容器購入額の２分の１

（3,000円を限度）

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機のみ

１容器購入額の２分の１

（30,000円を限度）

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

コンポストや
生ごみ処理機で
生ごみを減らそう

（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

　団体基本額（3,000円）に従量額（５円/１㎏）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、算定基準に基づきみな

　 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

ください。詳しくは環境課

までお問合せください。

　潮来市では、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。

「資源物」とは

「奨励金の額」は 「申請」するには

　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。

「支給対象団体」は

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。

リサイクル推進団体奨励金
についてのお知らせ

コンポスト容器
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・対　象　　市内在住者で構成または、市内に活動の拠点を置く団体・グループ
　　　　　　例えば…自治会、ＰＴＡ、学生（小学生以上）、ボランティアグループ、スポーツ団体、ＮＰＯ、
　　　　　　　　　　各種サークル、など
・開催日及び開催場所

　　　　　　参加団体と協議の上決定します。ミーティングの時間は１時間程度とします。

・応募方法　話し合いたいテーマ（環境・福祉・教育・都市整備など）を決め、申込書に必要事項を記入してお申
込みください。

　　　　　　※申込書は、秘書広聴課に直接おいでいただくか、または潮来市ホームページからダウンロードできます。

火 水 　木

18：30～19：15 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年

20：30～21：20 高校２・３年 高校１・２年  高校２・３年

潮来市小泉（潮来高校近くで古高への道路沿い）

TEL・FAX　0299-66-6753（見学者歓迎）

指導者　大川　英世

小学生：オリジナルテキスト
中学生：英語教科書,オリジナル問題等
高校生：英語長文総合問題（標準・応用・発展）

１か月　5,000円

（入会費なし）

大川 英語教室

対象
曜日

時間

・教　材 ・指導料

お待たせしました　小学英語 オープン！

　指定管理者制度は，平成15年の地方自治法の一部改正によりできた制度で、それまでは「公の施設」の管理は
市が直接行うか、市の出資法人等の団体などに委託することが原則になっていました。
　しかし、指定管理者制度の導入により民間の事業者やＮＰＯ法人などを含めた幅広い団体の中から、よりふさ
わしい施設の管理者（指定管理者）を指定することができるようになりました。
　公の施設の管理という公共サービスに民間の能力を活用することで、市民サービスの向上と行政コストの縮減
を図りつつ、その活用により地域の振興と活性化さらには行財政改革の推進につながることが期待されています。
　潮来市では、平成18年４月から７つの施設で指定管理者制度を導入しましたが、そのうち次の６施設が契約更
新時期を迎えております。

施　設　名 担当部署

水郷潮来バスターミナル

老人デイサービスセンター

心身障害者福祉センター

潮来ヘルスランドさくら

市民プール

水郷まちかどギャラリー

都市建設課

介護福祉課

介護福祉課

環境課

生涯学習課

生涯学習課

　各施設とも、指定管理者の選定につきましては公募又は
公募以外の方法を含めて指定管理者選定委員会にて決定し
ていきます。
　募集方法などが決まりましたら、随時潮来市ホームペー
ジにてお知らせします。

　　　　【お申込み・お問合せ】潮来市秘書広聴課　TEL.６３－１１１１　内線２０８

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

【お問合せ】潮来市総務課　TEL.63-1111 内線222
　　　　　　潮来市ホームページ
　　　　　　http://www.city.itako.ibaraki.jp/2920ai_am/

市長とどこでもミーティング

参加団体・グループ募集中
　「こんなまちにしたい」「こんなことをやってみたら？」など、市民の皆さんのご意見やご提案について気

軽に市長と話し合いませんか。潮来市では、一人でも多くの皆さんのご意見をお聞きして市政に反映させ、よ

り良いまちづくりをしていきたいと考えています。

　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。まちづくりに対するの皆さんの『声』をおまちしています。

あなたの声をお聞かせください

指定管理者制度について

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
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

（　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

10月の図書館カレンダー

今月の本棚（10月）

モンゴメリ（1874年11月30日～1942年４月24日）

　　　　　　 （「赤毛のアン」出版100年）

「赤毛のアン」「アンの青春」「虹の谷のアン」「アンの愛情」
「アンの娘リラ」「アンの友達」「アンの夢の家」「アンの愛の家庭」
「赤毛のアンの贈り物」「アボンリーへの道」「かわいいエミリー」
「アンをめぐる人々」など　DVDもあります。

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 午後２時 出　　演 対　　象

10 12日(日) レインマン 外国映画 ダスティン・ホフマン主演 青少年・大人向け

18日(土) 人魚姫 アニメ 子ども・青少年向け

26日(日) シティ・オブ・エンジェル 外国映画 ニコラス・ケイジ、メグ・ライアン主演 青少年・大人向け

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

◎特別館内整理日（休館日）のお知らせ
　９月29日（月）～10月８日（水）の10日間は、
特別館内整理日のため休館します。
　９月23日（火）～９月28日（日）は、貸出冊数
を増やします。
図書20冊、雑誌５点、視聴覚５点。

広報いたこ 2008
10月号 Vol.90

図書館員のおすすめ本　医療・健康特集

「足から元気をつくる本」「驚くほど効く筋肉ほぐし健康法」「脳内リセット！
笑って泣いて健康術」「糖尿病はこうして防ぐ、治す」「糖尿病の人の食事」
「肥満は万病のもと　体脂肪を知る」「40歳からのダイエット」「貧血の人の食事」
「更年期からだと心の変化で悩む人に」「もうアレルギーに苦しまない」など

10月
生活習慣病や食育など、生活全般に関する健康情報に

参考になる図書を集めました。

楽しいおはなしやこわーいおはなしが

飛び出しました。

図書館のできごと

【日　時】　10月25日（土）午後２時～３時

【募　集】　幼稚園・保育園の年長組、小学生の親子（先着15組）

　　　　　　（中高学年は、一人で参加可）

夏休み中、潮来高校、潮来一中、香取

市立新島中学校の生徒９名が、司書の

仕事を体験しました。

10月11日（土）午後２時～２時30分

手紙のおはなし

いたこおはなし会

10月16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

10月19日（日）午後２時～３時

ハロウィーン拡大版

うしぼりおはなし会

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

～フエルトを使って、自分だけのブックカバーを作ろう～☆簡単！手作りブックカバー教室開催

職場体験

８月３日（日）魔女おばさんの絵本の世界

図書館よりお知らせ

準備するもの　・本１冊

　　　　　　　・材料代　200円（当日ご持参ください。）

　　　　　　　　申込みは、電話、FAXにより下記まで。

◎休館日変更のお知らせ
　10月から月曜日が国民の祝日に当たるときは開
館します。（その翌日が休館となります。）
　　　　　開　館　　　　　　　休　館
　　　10月13日（月・祝）　　10月14日（火）
　　　11月３日（月・祝）　　11月４日（火）
　　　11月24日（月・祝）　　11月25日（火）
　　　１月12日（月・祝）　　１月13日（火）

20 涯
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
二種混合（大生原小）

（ジフテリア・破傷風）

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

飯島内科566-0280

消防ポンプ操法大会
（日の出中グラウンド）

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）
二種混合（日の出小）

（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）
二種混合（潮来小）

（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.2月生）

子育て広場（中）
法律相談（い）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.10月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）こころの健康相談（か）

子育て広場（図）
二種混合（津知小）

（ジフテリア・破傷風）

特設人権相談
（津知公民館）

子育て広場（図）子育て広場（中）
二種混合（牛堀小）

（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（図）
二種混合（徳島小）

（ジフテリア・破傷風）

体育の日

子育て広場（中）
二種混合（延方小）

（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）

ストレッチ体操（い）

October

月

いきいき健康体操（か）

子育て広場（中）
お元気会（い）

の
カレンダー

● 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

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.7月生）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.5月生）

心配ごと相談（い）

マタニティ・セミナー
（か）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.3月生）

＋当番医

久保病院564-6116

＋当番医

朝井医院566-7677
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～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.67

　第４回目のＥ～クオリティー★カフェは男性の家庭への参画を考える、男性を

対象とした料理教室を開催します。題して「ちょいモテ男の料理教室」。高級レ

ストランの料理よりおとうさんのウチごはんが一番おいしい！そんな家族からの

言葉をめざして、男が作るウチごはんに挑戦してみませんか。料理が初めての方

でも、プロの講師とベテラン主婦のサポートで基本から楽しく学べます。

男の料理教室

【お申込み】潮来市秘書広聴課　情報広報・男女共同グループ　TEL.63-1111　内線208

VOL.67

男女共同参画社会は、女性も男性も個人として『自分らし
く』生きられる社会です。しかし、性別で役割を分担す

るような意識はまだまだ社会の中に根強く残っています。

　このような意識をなくし、個人の意思で自分の生き方を選

択できる社会にしていくためには、家庭や地域、職場で皆さ

んの意識が変わることが必要です。

茨城県女性リーダー育成海外派遣事

業「ハーモニーフライトいばらき

2008」に内田喜美代さん（須賀南）の派

遣が決定しました。10月22日から9日間、

男女共同参画の先進地として有名な

スウェーデン・イギリスを訪問します。

10月12日（日）
午前９時～正午
延方公民館

ちょいモテ　男の料理教室

講　師：亘　正道さん　参加費：500円
○調理終了後、食事をいただきながら
　座談会を行います。

男性２０人
（先着順）

ちょいモテ
第４回Ｅ～クオリティー★カフェ
潮来市ネットワーカー連絡協議会共催 を開催します（　　　　　　　　　　　　　　　）
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総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,650世帯（＋16）15,701人15,312人 （－ 2）（＋10）31,013人（＋ 8）

ポプラ
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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

これが工場で印刷している製品だよ。
見たことあるものばかりだね。

大門河岸公園で昭和展開催中。映画「ALWAYS　３丁
目の夕日」でみたような道具がたくさんあったよ。

屋形船に乗って、山澤さん（市文化協会会長）から昔の話
を聞いたよ。昔は川の水が澄んでいてたくさんの船が行き
交っていたんだって。 あれなに？歩いてみるといろいろな発見があるね。

　８月26日（火）、夏休み親子市政見学バスツ

アー「潮来市ウォッチング」が行われ、９組27

人の親子が市内各所を見学しました。今回のツ

アーのテーマは「産業」。牛堀地区にある潮来工

業団地内の印刷会社「㈱千代田グラビヤ」の工

場見学と、観光客になったつもりで屋形船ク

ルーズや潮来駅周辺を散策し、観光地としての

潮来を体験しました。また、最後に行った 田

市長との懇談会では、バスツアーの感想や市政

への提案をいただき、和やかに全日程を終了し

ました。参加した親子は、「いつも目にしている

雑誌やペットボトルのラベルが、市内で印刷さ

れているとは知らなかった」「いつも車で大きな

道路しか見ていなかったが、歩いてみるといろ

いろな発見があった」などの感想があり、夏休

みの思い出の一つになりました。

雑誌の刷版、こんなに大きいんだね。
８ページ分あるんだって。

市政見学バスツアー

来市ウォッチング


