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■市長へのたより
専用ポスト（投函箱）・メール・郵便・ファックスの方法があります。

◆投函箱

　市役所や公民館などの公共施設に「市長へのたより」投函箱

と記入用紙が設置されています。記入用紙に必要事項を記入の

うえ投函してください。回収は毎月第２木曜日です。

◎投函箱設置場所（いずれも入り口付近に設置しています）

◆メール

潮来市ホームページ　行政情報＞広聴・広報＞市長へのたより

にあるメールフォームをご利用ください。メールフォームを利

用できない場合は、下記アドレスへ直接送信してください。

《潮来市ホームページ》　http://www.city.itako.ibaraki.jp/
《Ｅメールアドレス》　mayor@city.itako.lg.jp

◆郵便・ファックス

　下記へ郵送又は送信してくだ

さい。回答が必要な方は、その

旨明記してください。

《住　所》

〒311-2493　潮来市辻626

潮来市秘書広聴課 宛

《ファックス番号》0120-874-880

潮来市役所 牛堀出張所 ヘルスランドさくら

中央公民館 潮来公民館 津知公民館

延方公民館 大生原公民館 牛堀公民館

潮来保健センター（辻）市民プール（前川） 図書館
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■潮来市ウォッチング
　市の施設や施策に関連する場所を実際に見学

して、市長との懇談会やアンケートを行い、見

学先の施設や市の施策の対する意見や要望をい

ただき、今後のまちづくりに活かしています。

　今年度は、夏休み期間中に、小中学生の親子

を対象として「潮来市の産業」をテーマに、市

内の工場や前川あやめ園周辺の観光産業につい

て見学しました。市長との懇談会では、観光政

策についてのご意見などをいただきました。次

回は、一般の方を対象とした「ウォッチング」

を企画予定です。

■市長とどこでもミーティング
　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、ミニ懇談会です。皆さんの所属する

団体やグループ（３名以上）でお申し込みくださ

い。開催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。話し合いたいテーマを決め、

秘書広聴課へお申し込みください。ミーティングの

内容は、後日広報紙でお知らせします。

29

 

16

潮来市の広聴事業

市内工場見学

クリーンセンター見学
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区　　分 歳入決算額 歳出決算額

一般会計 109億5,738万4,672円 106億8,929万9,946円

国民健康保険 36億4,558万4,699円 36億2,453万823円

老人保健 22億4,605万9,276円 22億4,521万9,549円

下水道事業 18億1,609万4,360円 17億8,986万7,761円

農業集落排水 5,586万9,930円 5,432万2,755円

介護保険 14億2,323万2,035円 13億9,143万5,419円

水道事業収益 7億1,770万7,952円 6億7,956万5,426円

　　〃　資本 5億9,922万6,000円 8億9,028万6,305円

工業用水道事業 1,302万1,652円 1,275万6,312円

会 計 別 決 算

106億8,930万円

一般会計歳出

自主財源と依存財源の割合

19

「一般会計」：民生費や土木費など、市が

行政を運営するうえで基本

となる会計。

「特別会計」：一般会計と異なる独立した

会計で、特定の事業を行う

もの。昨年度は５つの事業

が特別会計として運営され

ました。

「企業会計」：独立採算性の会計で、水道

事業・工業用水道事業があ

ります。

平成19年度

一般会計歳入

109億5,738万円
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農林水産費
園芸・畜産の
振興や林業、
水産業

1万2,465円
（△1,902円）

消防費
消防活動など

1万8,065円
（＋1,661円）

教育費
小中学校の
整備や運営
5万1,590円
（＋81円）

総務費
市の組織全体の
運営（住民票発
行など）

3万8,093円
（△1,293円）

衛生費
健康診断やごみ
の収集処理など

3万5,117円
（△330円）

市民１人当たりに

使われたお金

（　）内は前年度比較

民生費
保育所・老人ホー
ム等の運営、障害
者支援など

8万8,582円
（＋1,674円）

商工費
観光振興など

5,568円
（△450円）

議会費
4,708円

（△65円）

公債費
市債の返済にか
かる元金・利子

5万741円
（＋257円）

土木費
道路や橋、公園
などの整備管理

3万9,954円
（＋2,106円）

：

：

：
(

)

：

【お問合せ】潮来市企画財政課　財政グループ　TEL.63-1111 内線213
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　父親が自ら主体的に育児に関わりたいという思いを形にし、そのキッカケにな

るようにと、今年３月に「第１回子育てパパ力（ぢから）検定」（略称 パパ検）

が実施されました。その問題の一部を紹介します。

2007年道路交通法改正に伴い、後部座席のシートベルト着用が義務化されま

した。事故に遭遇した際の非着用者の致死率は着用者の（　　）倍といわれ

ています。（　　）に入る正しい数字はどれでしょうか？

①１.５　　②２　　③４　　④８

平成16年度に配偶者が出産した男性のうち、平成17年度の10月１日までに育

児休業を取得した人の割合は、およそ何％でしょうか？

①０.２５％　②０.５％　③５.０％　④１０.５％

次の中で、主夫宣言して音楽活動を一時休止したアーティストは誰でしょうか？

①ポール・サイモン　②スティング　③ジョン・レノン　④フレディ・マーキュリー

絵本「ぐりとぐら」は、40年以上にわたって日本中の子どもたちに愛され続

けているベストセラーです。さて、第一作目の「ぐりとぐら」で、二匹は、

見つけた巨大なタマゴを使って、あるものを作ります。それは次のうち何で

しょうか？

①プリン　　　②ホットケーキ　③カステラ　　④マシュマロ

Fatheringとは？

「父親であることを楽しむ生き方」

　Fathering Japanは、父親支援事

業による「Fathering」の理解・浸

透こそが、「よい父親」ではなく

「笑っている父親」を増やし、ひい

てはそれが働き方の見直し、企業の

意識改革、社会不安の解消、次世代

の育成に繋がると考えます。

　それが10年後・20年後の日本社

会に大きな変革をもたらすというこ

とを信じ、これを目的（ミッショ

ン）として、さまざまな事業を展開

していく、ＮＰＯ（ソーシャル・ビ

ジネスカンパニー）です。

What's
Fathering?

パパ検定とは？

Fathering Japan

詳しくはホームページをご覧ください。
◎Fathering Japan（ファザーリングジャパン）ホームページ　http://www.fathering.jp/
◎パパ検定ホームページ　http://www.kentei-uketsuke.com/papaken.html

安藤哲也さんの主な著書・共著

★パパの極意　仕事も育児も

　楽しむ生き方（NHK出版）

「育児を、仕事を、人生を、笑っ

て楽しむ父親を増やしたい」。

　数々の企業で働きながら子育

てをして10年。父親支援ＮＰ

Ｏを立ち上げるほどにハマった

育児の醍醐味は？子どもたちの

明るい未来のために今、求めら

れる父親像とは？仕事も家庭も

地域活動も諦めないで幸せな毎

日を送る秘訣は？

★絵本であそぼ！（小学館）

　週末は、パパ’S絵本プロジェ

クトのメンバーとして絵本の読

み聞かせをしている安藤さん。

子どもが喜ぶ絵本選び＆お話し

のコツ満載です。

★子育てパパ力検定

　公式テキスト＆問題集（小学館）

　男性が自発的に、愉快に、育

児や家族と関わるために生まれ

た日本初の検定試験、それが

「パパ検定」、仕掛け人は安藤

さんです。本書はその公式テキ

スト＆問題集。

 

答え Q1 ③　Q2 ②　Q3 ③　Q4 ③

問　題
Q1

Q2

Q3

Q4

※詳しくは講演会へお越しくだ

さい。パパ＆ママのご参加大歓

迎です。（託児無料・要申込）
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　10月22日（水）、那珂市総合公園で行われた、第６回交
通安全高齢者自転車競技茨城県大会に、行方地区を代表
して津知地区の高齢者クラブの方々が出場し、参加28
チームのなかで見事優勝しました。また、個人の部にお
いても、前野さんが６位入賞、鈴木さんが８位入賞と健
闘されました。その喜びを 田市長へ報告するため、同
日、市長室を訪れました。また、10月26日（日）には、
地元の津知地区の運動会において、結果を報告しました。
　鈴木さんは、「メンバーに迷惑をかけないよう、自宅で
も練習した。とても緊張したが、本番が一番よくできま
した。」と、話されました。
　この大会は、高齢者の自転車運転技術の向上を図るこ
とで、交通事故を防ぐことを目的に開催されているもの
です。

　10月10日（金）、かすみの郷公園において潮来市高齢

者クラブ連合会主催による第８回議長杯クロッケー・輪

投げ大会が開催されました。当日は500名を越える参加

者が青空の下、日頃の練習の成果を競い合いました。結

果は次のとおりです。

　潮来市議会 加藤政司議長が、平成20

年度全国食品衛生大会（東京）にて厚

生労働大臣表彰を受賞されました。

　食品衛生協会指導員としての食中毒

予防活動など、多年にわたる食品衛生の向上発展のため

に尽力された功績が認められ、今回の受賞となりまし

た。おめでとうございます。

厚生労働大臣表彰
おめでとうございます

議長杯クロッケー・輪投げ大会

（クロッケーの部）

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　下町協和クラブ

第３位　将監老人クラブ

敢闘賞　古高長寿会

（輪投げの部）

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　大塚野新生会Ａ

第３位　大塚野新生会Ｂ

敢闘賞　川尾ほのぼの老人会

高齢者自転車競技茨城県大会で優勝

メンバー構成

・大
おお

川
かわ

清
せい

一
いち

さん（新町）

・太
おお

田
た

　 巌
いわお

さん（ 〃 ）

・鈴
すず

木
き

幸
さち

子
こ

さん（ 〃 ）

・仲澤
なかざわ

春
はる

司
じ

さん（江寺）

・前
まえ

野
の

武
たけ

雄
お

さん（ 〃 ）

・草
くさ

野
の

芳
よし

彦
ひこ

さん（ 〃 ）

　10月12日（日）、男女共同参画講座「第４回Ｅ～クオ
リティー★カフェ」が延方公民館において行われまし
た。今回は男性の家庭への参画をテーマに、潮来市ネッ
トワーカー連絡協議会（会長　河瀨玲子さん）のみなさ
んの協力のもと、30～70歳代の男性19名が参加し、海鮮
ペペロンチーノとさんまのトマト煮に挑戦しました。ハ
プニングもありましたが、最後は参加者全員で和やかに
会食し、講師の亘正道さんから「難しい料理に挑戦する
前に、まずは我が家の炊飯器でごはんを炊いてみてくだ
さい」と、アドバイスを受けました。

ちょいモテ 男の料理教室開催

　10月９日（木）、延方公民館において、茨城県生活学校
連絡会鹿行ブロック生活学校研究集会が開催されました。
　当日は、県農林水産部園
芸流通課 斉藤副参事が
「食と農を通じてエコを考
える」をテーマに講演し、
「１人１人が『買いすぎな
い』など“もったいない”
意識を持って、ゴミを減ら
すように心がけましょう」
と話されました。
　また、講演後には、ご飯
に「潮来あやめちゃん」を
使った、旬の食材“まこも
たけ”入りのおこわやきん
ぴらなど、まこもたけ料理
の試食会を行いました。

鹿行ブロック生活学校研究集会
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　10月23日（木）、潮来カン

トリー倶楽部において、第

８回潮来市民ゴルフ大会が

開催されました。当日は、

約240名が参加し、プレー

を楽しみました。主な結果

は次のとおりです。

潮来市民ゴルフ大会開催

　10月28日（火）、文部科学省・（財）日本体育協会が実施

するトップアスリート派遣指導事業として、ロサンゼルス

オリンピック（1984年）100m・200mに出場した不破弘樹さ

んが潮来小学校を訪れました。

　不破さんは、自分が小

学生の頃は、持久走など

の長距離は苦手だった

が、短距離のリレーで、

持久走が速かった友人に

勝ち、自分に自信が持て

たエピソードなどを話し

ながら、子ども達に綺麗

なフォームで走る大切さ

などを指導されました。

トップアスリートとのふれあい
「子どもの体力向上キャンペーン」

　８月31日（日）、鹿嶋市において、水府流吟道吾風会主催の

チャリティー「吟と舞・歌謡・民謡大行進」が行われ、代表

の大川吾風氏より、収益金から６万円の寄付を頂きました。

　頂いたお金は、潮来市青少年育成のために使わせていただ

きます。ありがとうございました。

ありがとうございました

　９月７日（日）、千葉

ポートアリーナで開催

された、国際総合空手

道2008 全日本空手道選

手権大会に市内の子ど

も達が出場し、優秀な

成績をおさめました。

その喜びを 田市長へ

報告するため、10月８

日（水）、市長室を訪れ

ました。防具付部門中

学生男子１年の部に出場し、見事優勝した潮来一中の齋藤

翔さんは、「目標は、K-１などで活躍する魔裟斗選手」と話

すなど、今後の活躍が期待されます。

全日本空手道選手権大会出場

一般男子の部

優　勝　　岡
おか

野
の

　政
まさ

男
お

さん

準優勝　　今
いま

泉
いずみ

　榮
えい

一
いち

さん

第３位　　石
いし

津
づ

　叔
よし

久
ひさ

さん

一般女子の部

優　勝　　木
き

村
むら

　久
ひさ

江
え

さん

準優勝　　椎
しい

木
き

　　香
かおり

さん

第３位　　福
ふく

原
はら

美
み

智
ち

子
こ

さん

シニアの部

優　勝　　鳥越
とりごえ

　諄
しゅん

三
ぞう

さん

ベストグロス賞

男　子　　伊
い

藤
とう

　　司
つかさ

さん

女　子　　渡
わた

辺
なべ

　悦
えつ

子
こ

さん

シニア　　鳥越
とりごえ

　諄三
しゅんぞう

さん

　９月20日（土）～

21日（日）にかけて、

兵庫県豊岡市で行わ

れた、第17回全国中

学新人競漕大会に出

場した潮来一中、日

の出中のボート部が

優秀な成績をおさめ

ました。

　その喜びを 田市長へ報告するため、10月８日（水）、

市長室を訪れました。結果は次のとおりです。

全国中学新人競漕大会

・潮来一中 １年 齋
さい

藤
とう

　 翔
しょう

さん
（防具付部門中学生男子１年の部優勝）

・津知小　 ４年 仲澤
なかざわ

拓
たく

哉
や

さん
（防具付部門小学４年生男子の部第３位）

・日の出小 ２年 梁
やな

瀬
せ

大
だい

地
ち

さん
（防具付部門小学２年生男子の部第３位）

・牛堀幼稚園　山
やま

本
もと

優
ゆう

斗
と

さん
（防具付部門幼児の部第２位）

・スサキ保育園 増
ます

田
だ

流
りゅう

星
せい

さん
（防具付部門幼児の部第３位）

（故）泉　正雄 100,000円

匿　名 2,000円

匿　名 5,000円

匿　名　　 タオル230本

潮来市体協ゴルフ部シニア会

　19,000円

社交ダンスサークルどんぐり

　11,676円

茨城県退職公務員連盟

行方・潮来支部   タオル80本

善意銀行（10月分・敬称略）

一般女子の部 優勝 木村さん シニアの部 優勝 鳥越さん

・潮来一中 ２年　橋
はし

本
もと

奈々
な な

さん（シングルスカル女子の部優勝）

・潮来一中 ２年　西
にし

谷
や

智
とも

禎
よし

さん（シングルスカル男子の部第３位）

・日の出中 ２年　吉
よし

井
い

拡
こう

壱
いち

さん（シングルスカル男子の部優勝）
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表彰式

10

19

小型ポンプの部　優勝　第２分団第３部（５丁目） 自動車ポンプ車の部　優勝　第４分団第１部（新町）
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▼児童扶養手当を受給できる方
　次のいずれかに当てはまる「児童」を監護している母、

または母にかわり児童を養育している方。「児童」とは18歳

に達する日以後最初の３月31日までにある児童をいいま

す。ただし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は

20歳未満までとなります。

　なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

※受給資格者、同居の親族の所得により制限がありますの

でご注意ください。

▼児童扶養手当の額
○全部支給

○一部支給

　所得額によって支給額が決まります。

〈扶養親族１人の場合〉

　手当額＝41,710円－（所得額－57万）×0.0184162

　例）扶養親族１人で所得額90万の場合

　　　41,710円ー(90万ー57万)×0.0184162＝35,630円

※扶養親族０人の場合には、上記の57万円は38万円を

差し引いた19万円に、扶養親族２人の場合には上記

の57万は38万円を加えた95万円になります。それ以

上の場合には扶養親族が１人増えるごとに38万円を

加算します。

▼手続きの方法
　市役所へ認定請求書の提出が必要

です。認定請求書には、支給要件に

よって添付書類が異なりますので、

市役所窓口におたずねください。

支給対象児童とは？
１　父母が婚姻解消した児童

２　父が死亡した児童

３　父が一定の障害の状態にある児童

４　父の生死が明らかでない児童

５　父が１年以上遺棄している児童

６　父が１年以上刑務所等に拘禁されている児童

７　母が婚姻によらないで生まれた児童

８　母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

本　人 扶養義務者・配偶者

孤児等の養育者扶養親族数 全部支給 一部支給

０人 190,000円 1,920,000円 2,360,000円

１人 570,000円 2,300,000円 2,740,000円

２人 950,000円 2,680,000円 3,120,000円

３人 1,330,000円 3,060,000円 3,500,000円

４人 1,710,000円 3,440,000円 3,880,000円

５人 2,090,000円 3,820,000円 4,260,000円

　児童扶養手当とは、父母の離婚等により、父親と生計

を同じくしていない児童を養育している母または母にか

わって、その児童を養育している方に対し、児童の健や

かな成長を願って支給される手当です。 対象児童数 全部支給

１人 月額　41,720円

２人 月額　46,720円

３人 月額　49,720円

支給日 支給対象月

４月11日 12月～３月

８月11日 ４月～７月

12月11日 ８月～11月

※４人目以降は、3,000円ずつ加算されます

▼支　給　日
※手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給さ

れ年３回支払い月の前月までの分が支払われます。

※支給日が土日又は休日のときは、繰り上げて支給され

ます。

▼所得の制限
　受給資格者、その配偶者又は同居の扶養義務者（世帯分

離含）の前年の所得が下表以上の額であるときは、その年

度の手当の一部又は全部の支給が制限されます。

　児童扶養手当は、受給資格があっても請求しない

限り支給されませんのでご注意ください。

　　　　【児童扶養手当の手続き・ご質問は】
　　　　　潮来市社会福祉課　児童扶養手当担当　TEL.６３-１１１１　内線３９２

児童扶養手当の手続きは
お済みですか

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

年末ジャンボ11/25（火）より発売

1等・前後賞合わせて3億円・2等 1億円

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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【お問合せ】
潮来市収税課
TEL.63-1111 内線127～130

第４回

　市民の皆様から納付してい

ただく税金について、皆さん

が疑問に思われる事などを、

Ｑ＆Ａ形式でお知らせします。

　　市税納付を口座振替にして

います。その引落口座を変更し

たいのですが。

　　口座振替制度は各金融機関

と納税者の方との契約を基本と

していますので、新しく振替を

する口座がある金融機関で手続

きしてください（市役所でも手

続きできます）。手続きには、

新しく振替をする金融機関の届

出印が必要となります。

　なお、変更前の金融機関への

届出は必要ありません。

　　口座振替で納付しています

が、引き落としされていません

でした。再度引き落としはでき

ますか？

　　口座の残高不足などの理由

で、口座振替ができない場合が

あります。この場合、再振替は

できませんので、市役所（収税

課窓口）又は出張所（１階窓

口）で納付書を使用して納めて

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、潮来市の
ホームページでも見ることがで
きます。

【日　時】11月30日（日）　※荒天の場合は12月７日（日）に延期

【場　所】市内全域

　　　　　◎市内あげての清掃大作戦です。平成20年度第２回目となります。当日は、潮

来市の環境美化への意識高揚のためにも、市民皆様のご理解ご協力をお願い

いたします。

【内　容】市内全域の清掃並びに空き缶拾い

清掃大作戦のお知らせ

【お問合せ】潮来市環境課　TEL．63-1111　内線251～253

　　どのように実施するの？

　　各区域内の河川・道路・駅周辺の清掃並びにゴミ拾いです。実施方法については、

各区長さん並びに役員の方の指示に従ってください。

　　どのようにゴミを集めるの？

　　旧指定袋（緑色の文字が書かれた白いゴミ袋）で次の様に集めてください。

　　①燃やせるゴミ…②のその他のゴミです

　　②燃やせないゴミ…空き缶、空き瓶、食器、缶詰の他、少量の金属

　　※粗大ゴミについては、そのままで出してください。

　　※収集場所へは、①、②、粗大ゴミごとにまとめて置いてください。

　　ペットボトルやプラスチックキャップも燃やせるゴミなの？

　　そうです。家庭ゴミではなく、落ちているゴミを拾うことになるので、かなり汚れ

ていますから、リサイクル困難だとして、清掃大作戦の場合に限り燃やせるゴミで

集めてください。　　

　　残ったゴミ袋は、燃やせるゴミの日に使ってもいいの？

　　使えません。清掃大作戦用なので、日常のゴミ出しには使用できませんが、クリー

ンセンターへ直接自己搬入するときならば使えます。もしくは、次回の清掃大作戦

の時にご使用願います。

潮来市地域包括支援センター

　「介護のサービス事業者に不満があるが、どうしたらいいのかわからない」「近所の一人暮ら

し老人が以前にボヤ騒ぎを起こしたが、またいつ起きるか心配」「認知症の父の徘徊がひどく

困っているので、何かサービスを紹介してほしい」など、センターでは、介護に関する相談や

悩み以外にも、医療や健康、福祉、生活に関することなど、「どこに相談するのか分からない」

といった悩みにも、問題に応じて適切なサービスや機関、制度の利用につなげます。

高齢者のことは何でもご相談ください！
（総合相談支援業務）

シリーズ４

地域包括支援センターの業務内容について

～生活の中で、困っていることや心配なことはありませんか？～

お近くの相談窓口
お住まいのお近くの相談窓口に、お気軽にご相談ください。

◎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.63-1288　FAX.63-1265

◎高齢者総合相談センターあやめ（潮来市水原3474）　　TEL.80-2223　FAX.66-5121

◎高齢者総合相談センター福楽園（潮来市上戸1912-1）　TEL.64-6767　FAX.80-3200

◆潮来市福祉事務所潮来市介護福祉課介護福祉ｸ ﾙ゙ ﾌー゚（潮来市辻626）　TEL.63-1111　FAX.80-1410

潮来市小泉2593-16（潮来高校近くで古高への道路沿い）
0299-66-6753TEL

FAX

指導者　大川　英世・指導料　１か月　5,000円（入会費なし）

曜日時間 対象 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（入試対策）

20：30～21：20 高校２・３年（応用） 高校１・２年（標準） 高校２・３年（発展）

（いつでも高校・大学受験相談に応じます）

●通信添削部（http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）

☆通学学習部（来年５月・６月実施）（人数に制限あり。早めの予約が必要）

大 川 英 語 教 室
教職教養 通信添削教室

教員志望の皆さんを応援します！

期 間 等 ２ヶ月。２週間に１回、計４回添削問題を郵送。早めの準備が合格への近道

学習内容 教育法規、教育心理、教育原理、教育史及び教育時事　100題を完全征服

指 導 料 全費用　５,０００円（問題郵送料を含む）ていねいにわかりやすく指導。

英語を教えることが大好きです！

●環境課からのおねがい（Ｑ＆Ａ方式）

Q1

A1

Q2

A2

Q3

A3

Q4

A4

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

A

A
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件　　　　名 施工場所
予定価格（円）

（税抜き）

落札額（円）

（税抜き）
契約会社名 業者数

委 指 20国補流潮公下測試第1号下水道事業再評価業務委託 潮来市内 2,700,000 1,850,000 中日本建設コンサルタント㈱ 7

物 指 事務用ノートパソコン購入 潮来市役所内 2,200,000 1,510,000 関彰商事㈱ 5

委 指 水辺の街再生計画策定業務委託 潮来市全域 4,700,000 4,330,000 AN計画工房 8

工 指 前川天王橋改修工事 潮来市潮来地内 25,100,000 23,800,000 ㈱茂木工務店 9

工 般 前川運動公園園路整備工事 潮来市前川地内 14,400,000 13,600,000 松崎建設㈱ 12

物 指 中学校教育用コンピュータ整備事業（日の出） 潮来市立日の出中学校内 170,000 129,000 ㈱テックス 6

物 指 潮来第一中学校教員用パソコン購入 潮来市立潮来第一中学校内 1,300,000 890,000 関彰商事㈱ 6

委 指 稲井川周辺地区整備計画策定業務委託 潮来市稲井川周辺地区 4,700,000 4,460,000 ㈱ミカミ 8

委 指 20国補流潮公下測試第2号実施設計業務委託 潮来市曲松・新宮地内 4,300,000 4,000,000 中日本建設コンサルタント㈱ 7

工 指 Ｈ20市道（牛）1047号線舗装工事 潮来市上戸地内 2,100,000 2,000,000 大塚建設㈱ 7

工 指 Ｈ20市道（潮）382号線舗装工事 潮来市水原地内 3,100,000 3,000,000 軍司建設㈱ 7

工 指 大生原小学校体育館屋根改修工事 潮来市立大生原小学校 11,400,000 11,000,000 ㈱菱木土建 8

工 指 牛堀中学校体育館雨漏り改修工事 潮来市立牛堀中学校内 2,000,000 1,890,000 イシイ工業㈱ 6

委 般 20国補流潮公下測試第3号実施設計業務委託 潮来市洲崎地内 13,000,000 3,800,000 新日本設計㈱ 16

委 般 潮来・津知地区老朽管布設替詳細設計業務委託 潮来市潮来・津知地内 8,200,000 2,200,000 新日本設計㈱ 9

工 般 潮来第二中学校外構工事（第3期） 潮来市立潮来第二中学校内 42,800,000 41,000,000 飯島建設㈱ 5

工 般 20国補流潮公下第2号管路施設工事 潮来市洲崎地内 10,500,000 9,950,000 ㈲アサノ建設 8

工 指 防火水槽設置工事 潮来市立潮来第二中学校内 5,200,000 4,670,000 富士商事㈲ 24

指 委 平成20年度潮来市水道事業工業計器精密点検整備委託 潮来市田の森・茂木浄水場 3,000,000 2,800,000 福井電機㈱ 5

工 般 Ｈ20国補市道（潮）171号線道路改良工事 潮来市大生地内 13,100,000 12,450,000 水郷建設㈱ 12

委 般 20国単合冊潮第1号地籍調査測量業務委託（島須Ⅳ地区） 潮来市島須地内 6,800,000 6,400,000 ㈱三喜コンサルタント 3

工 般 Ｈ20市道（牛）1級2号線道路改良工事 潮来市清水地内 12,400,000 11,800,000 ㈱鈴木工務店 9

工 般 20国補市道（潮）1級10号線道路改良工事　第1工区 潮来市潮来地内 21,000,000 19,900,000 ㈱二輝建設 11

工 般 20市道（潮）1級10号線道路改良工事　第2工区 潮来市潮来地内 9,500,000 9,100,000 ㈲櫻屋建設工業 8

工 般 Ｈ20国補市道（潮）1級13号線道路改良工事　第1工区 潮来市日の出地内 40,900,000 38,400,000 ㈱茂木工務店 6

工 般 20国補流潮公下第1号管路施設工事 潮来市洲崎地内 29,700,000 28,800,000 ㈱松田建設　潮来営業所 4

工 般 潮来市立市民プールろ過装置改修工事 潮来市前川地内 14,200,000 13,850,000 浪逆工業㈱ 6

工 般 20国補流潮公下第7号管路施設工事 潮来市新宮地内 2,000,000 1,930,000 日清設備㈱ 7

建 般 延方小学校特別教室棟改築工事 潮来市立延方小学校内 413,600,000 400,000,000 鈴縫・江口ＪＶ 3

（平成20年4月1日～平成20年9月30日まで）

平成20年度　入札結果

「TOEIC体験講座・Ｒ講座・Ｌ講座」11/23（日）鹿嶋勤労文化会館
料 金　\1,500/\3,000/\3,000　各講座 ２時間

企業受講生が満点評価の講座!!

本校（柳川高校近く）・中央校（波崎）・日の出校（日の出小学校近く）

ご連絡先は全て

℡.0479-46-6660（月～金 14～20時）E-mail:yes@tiara.ocn.ne.jp
HP　http://www.yeseikaiwa.com 携帯サイト http://www.ccworld.jp/yeseng/

ＹＥＳ英会話
Since1988

幼児～一般・企業・大学

外国人＋日本人講師が教えます

英会話・英検・TOEIC・中国語
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
日本人講師募集中
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　裁判員裁判の実施に向けて、水戸地方裁判所では、茨城

県内の44市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した

データに基づき、この秋に、平成21年の裁判員候補者名簿

を作成します。

　裁判員候補者名簿に載った方には、12月10日ごろまで

に、名簿に記載されたことの通知（名簿記載通知）をお送

りします。

　この通知は、翌年、裁判員を選任するための手続を行う

期日に裁判所にお越しいただくためのお知らせ（呼出状）

が届く可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心

づもりをしていただくためにお送りするものです。

　したがってこの段階では、まだ具体的な事件の裁判員候

補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所に

お越しいただく必要はありません。

　裁判員候補者名簿に載った方には、この名簿記載通知と

同時に調査票をお送りします。

　調査票では、①裁判員になることができない職業に就い

ているかどうか（就職禁止事由の有無）、②１年を通じて

の裁判員の辞退希望の有無・理由、③月の大半にわたって

裁判員となることが特に困難な特定の月がある場合、２ヵ

月を上限として、その特定の月における辞退希望の有無・

理由をお尋ねします。

　調査票をお送りするのは、できるだけ早期にこのような

事情をお尋ねすることにより、裁判員に選ばれることがな

い方が裁判員候補者として裁判所にお越しいただかなくて

もいいようにして、裁判員候補者の方々の御負担を軽減す

るためです。御記入・御返送につき御協力ください。

裁判員候補者名簿記載通知が届きます。

来年５月２１日
裁判員制度始まります。

茨城県内では…
　来年１年間に必要な裁判員候補者を7,600人と決定し、その人たちに名簿記載通知を送ります。

　（年間予想件数を114件、一つの事件に呼び出される候補者を100人とし、５～12月の８ヵ月で計算した人数）

　県内の選挙人名簿登録者は６月現在で約242万4,000人で、約319人に１人が選ばれる計算です。

　今後も、裁判員制度の実施に向けて、皆様に様々な情報をお知らせしていきます。裁判員制度の詳細については、　　　

裁判員制度ウェブサイト（http://www.saibanin.courts.go.jp/）でも紹介しています。◆水戸地方裁判所◆
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【水郷まちかどギャラリー】

　◇手工芸展
【潮来ふるさと館】

　◇郷土・民俗資料展
　（平成21年１月12日まで展示しています。）
【旧所家住宅】

　◇旧所家住宅（県指定文化財）の開放・農具・民具等展示

【お問合せ】潮来市文化祭事務局（生涯学習課）　TEL．64-2611　内線634

日　　付 発表部門 発表時間

１１月２２日（土）

民謡・民舞　１部 ９：３０～１２：００

邦楽　　　　１部 １２：００～１２：４５

民謡・民舞　２部 １２：４５～１３：４５

邦楽　　　　２部 １３：４５～１４：３０

民謡・民舞　３部 １４：３０～１７：００

１１月２３日（日）

大正琴 ９：３０～１０：３０

コーラス １０：３０～１１：００

フォークダンス＆フラダンス １１：００～１２：００

吟詠剣詩舞 １２：００～１４：３０

ギターアンサンブル １４：３０～１５：００

邦舞 １５：００～１６：３０

１１月２４日（月・祝）

カラオケ １部 ９：３０～１２：３０

手品　　 １部 １２：３０～１３：１５

カラオケ ２部 １３：１５～１４：１５

手品　　 ２部 １４：１５～１５：００

カラオケ ３部 １５：００～１７：００

本館　２階

おはなしのへや ◇野鳥の会活動報告展

研修室 ◇文芸

和室 ◇着装

本館　１階 大ホール ◇華道　盆栽

別　棟 工作室 ◇陶芸

体育室

◇絵画　◇書道　◇水墨画　◇写真　◇絵手紙　◇保育・幼稚園作品展

◇小中学校作品展　◇人権啓発　◇高齢者作品展　◇障害者作品展

◇ピコット作品展　◇消費者リーダー　◇延方生活学校　◇消費生活展

◇ボタニカルアート　◇社会福祉協議会バザー

屋　外
◇環境情報コーナー　◇障害者施設バザー「れいめい」

◇潮来教会女性会

第３２回

★活動の部門
【延方公民館和室】

　◇囲碁大会　11月23日（日）
【中央公民館１階和室】

　◇将棋大会　11月23日（日）
【中央公民館１階談話室】

　◇呈　茶　　11月22日（土）山谷社中
　　　　　　　　・23日（日）本田社中
　　　　　　　　・24日（月・祝）堀井社中

★発表の部門　１１月２２日（土）～２４日（月・祝）

【潮来公民館ホール】

★展示部門 １１月２２日（土）～２４日（月・祝）

【中央公民館】

　午前９時～午後４時30分（最終日は午後３時まで）

11

22

24
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　「潮来市空き家・空き地情報バンク」制度とは、潮来市内に居住することを希望している方や土地・建物を探し

ている企業の方などに、市内の「空き家・空き地」の情報を潮来市公式ホームページで紹介する制度です。

　「空き家や空き地」の有効活用を通して、市の活性化と定住促進を目指します。

※１潮来市ホームページ上で物件情報を閲覧した方で、ご希望の物件が見つかり、物件所有者と交渉等を行いた

い場合は情報バンクへ手続きを行っていただきます。

※２「購入・賃借希望者」「売却・賃貸希望者」両者へ、お互いの氏名・電話番号などの情報（連絡先等）を提供

します。

◎情報バンク利用者は、個人・法人を問いません。

◎個人情報を取り扱うため、情報バンクへ物件を登録される方や、物件所有者の個人情報を得るには市への登録

手続きが必要です。

◎市は、不動産売買に伴う交渉や契約には介入しません。

詳しくは、潮来市空き家・空き地情報バンクへアクセスしてください。

「潮来市空き家・空き地情報バンク」
ホームページアドレス　http://www.city.itako.ibaraki.jp/joho_bank/

市ホームページに
物件情報を掲載
ホームページ上には

所有者等の個人情報

は掲載しません。

　　　【お問合せ】潮来市企業誘致推進室　TEL.63-1111　内線217・218　FAX.80-1100

　　　　　　　　　Ｅ-mail uchi@city.itako.lg.jp

個人・法人は
問いません。

個人・法人は
問いません。

①物件の登録
②ﾎー ﾑﾍﾟー ｼﾞ閲覧
　照会手続き※１

③売却・賃貸希望者
　の情報提供※２

④直接交渉・契約

⑤結果等の報告

③売却・賃貸希望者
　の情報提供※２

潮来市内の
空き家・空き地を
お探しの方

潮来市内の
空き家・空き地

売却・賃貸
希望者

購入・賃借
希望者

潮来市
空き家・空き地
情報バンク

市内の空き家・空き地を有効活用!

「潮来市空き家・空き地情報バンク」
　制度が始まりました

０１２０-３３２
み み つ ぼ

-５１４
ここいいよ

★メタボでお悩みのあなたに！５㎏～１０㎏やせられます！
★今から始めて「春」にはスッキリ！見違えた体型でスタート！
★腰痛・膝痛でお悩みの方
★医者からダイエットをすすめられている方
皆で健康、キレイになりましょう。まずは無料カウンセリングで！

日の出に東洋医学の耳つぼと最新栄養学を
組み合わせた健康ダイエット法！
「自信」があります。 OPEN!虹虹
ヘルシー耳つぼダイエットサロン

（フリーダイヤル）
（予　約　制） （日の出８丁目29-8）

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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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

12月の図書館カレンダー

今月の本棚（12月）

いわさき　ちひろ（画家・絵本作家）（大正７年12月15日～昭和49年８月８日）

「しらゆきひめ　いわさきちひろ・名作絵本」「ちひろのアトリエ」

「戦火の中のこどもたち」「いわさきちひろ若き日の日記」

「ちひろの詩　ちひろからあなたへ」「ちひろ　平和への願い」

「こどもたちよ！ちひろからあなたへ」「あかちゃんのうた」ほか

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

12
６日(土)

アガサ・クリスティーの名探偵

ポワロとマープル　Vol.３
アニメ 子ども向け

14日(日) ミラクルバナナ 日本映画 山本耕史、小山田サユリ／主演 青少年・大人向け

20日(土) ポーラ・エクスプレス アニメ 子ども・青少年向け

28日(日) フランダースの犬 外国映画 ケビン・ブロディ／監督 青少年・大人向け

12月４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

12月７日（日）午後２時～２時30分

よるのおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月13日（土）午後２時～３時

クリスマス拡大版

いたこおはなし会、うしぼりおはなし会

12月18日（木）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

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

10月19日（日）
うしぼりおはなし会
ハロウィン拡大版が開催されました。

10月25日（土）
てづくりブックカバー教室
世界にひとつのブックカバーがで
きました。

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

図書館員おすすめの本（日常生活に役立つ情報）

広報いたこ 2008
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「小さな工夫でゆったり暮らす　家事が楽しくなってくる６６の方法」

「心をこめて手早くできるアイデア家事の本」「きれいに暮らす簡単せっけん生活」

「お茶こんなに使える！（得）活用術」「和風えれがんとマナー講座　きもの」

「フラワーガーデンわたし流　家事のあいまのすてきなひととき」「冠婚葬祭マ

ナーとお金」「家計　わたしのお金が世の中を動かす　経済ってなに？」

「爆笑！ママが家計を救う　働く母の、育児＆節約セキララ体験記」ほか

家事・家計・冠婚葬祭等、だれでも日常生活に役立つ情報を集めました。

図書館のできごと

さあ、今年もクリスマスがやってくる。

図書館の本とＣＤで、楽しいクリスマスを！

「クリスマスにくつしたをさげるわけ　行事

の由来絵本」「クリスマスの歌の絵本」

「なぜ、クリスマスツリーをかざるの？」

「ミッキーのクリスマスキャロル」「ふたつ

のいちご　クリスマスの三つのおくりもの」

「戦場のクリスマス」「ターシャのクリスマス」

「ドイツ・クリスマスの旅」

「名作に描かれたクリスマス」ほか

「ザ・童謡ポップス　クリスマスと冬のうた集」「プレミア

ム・クリスマス」「メリークリスマス（マライア・キャリー）」

「バッハ　クリスマス・オラトリオ」ほか

クリスマス特集　クリスマスの本と音楽
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

久保病院564-6116

水郷潮来
クロスカントリー大会

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H17.9月生）

御用納め

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.4月生）

子育て広場（中）
何でも育児相談

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.5月生）

いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

天皇誕生日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H19.12月生）

子育て広場（中）
お元気会（い）

広報いたこ 2008
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＋当番医

常南医院563-1101

子育て広場（中）子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.7月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）
マタニティ・セミナー
（か）

＋当番医

船坂医院566-1285

December

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

月12

ノロウイルス感染を予防しましょう！

　感染原因は？
　ノロウイルスに感染した人から排泄されたウイルスが、手

指を介して体内に取り込まれたり、排泄されたウイルスが乾

燥により空気中に舞い上がり、体内に取り込まれることによ

り感染します。また、手指を介して食品を汚染し食中毒にな

る例や、汚染された食品を十分に加熱しないことによる食中

毒の発生が問題となっています。

　ノロウイルスは感染力が非常に強く、少量のウイルス量で

も感染・発症がみられ、人から人への２次感染も起こすため

予防対策が重要です。

　症状は？
　感染後24～48時間後に吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱

（38℃程度）。

　症状は１～２日で治癒し、後遺症は残りません。ノロウイ

ルスは何回でも感染し、感染しても発症しない場合がありま

す。症状が消えた後でも、長い人では１ヶ月近くウイルスが

糞便とともに排泄されることがあります。

　予防方法は？
　感染を防ぐために次のことを守りましょう。

１　排便後、調理前、食事前には石けんと流水で手をき

ちんと洗いましょう。

２　下痢をしているときは調理に従事しないようにしま

しょう。

３　二枚貝（カキ等）や汚染食品を調理した手や調理器

具からの２次汚染に気をつけましょう。

４　食品を加熱するときは十分加熱しましょう（85℃１

分以上が目安）。

５　下痢や嘔吐物等の汚染物を処理するときは、素手で

作業せず、２次感染に十分注意して行うようにしま

しょう。

　ノロウイルスによる感染性胃腸炎は年間を通じて発生

しますが、主に11月から３月の冬季を中心に流行がみら

れますので、感染予防のために以下のことを参考に予防

対策を行ってください。

ノロウイルスおよび食品に関する問い合せ先

茨城県潮来保健所　衛生課

電話：0299（66）2116　ＦＡＸ：0299（66）1613

ＨＰ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/itakohc/

厚生労働省「ノロウイルスに関するＱ＆Ａ」

ＨＰ http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/
　　　yobou/040204-1.html
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男女共同参画
シンポジウム2008

防火パレード
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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

小型ポンプ操法の部ポンプ車操法の部 第２分団第３部（５丁目）

出場選手

指揮者　青山　隆哉

１番員　中崎　和哉

２番員　額賀　正臣

３番員　内山　朋宏

補助員　柄津　陽祐

　10月19日（日）、カシマサッカースタジアム駐車場にお

いて、第59回茨城県消防ポンプ操法競技大会鹿行地区大

会開催が行われました。

　当日は、緊張感の漂う雰囲気のなか、市の大会において

優勝した、第４分団第１部（新町）が【ポンプ車操法の部】

に、第２分団第３部（５丁目）が【小型ポンプ操法の部】

に出場しました。

　結果は次のとおりです。

優　勝　神栖市消防団

準優勝　行方市消防団

第３位　潮来市消防団

優　勝　潮来市消防団

準優勝　鉾田市消防団

第３位　鹿嶋市消防団

第59回

第４分団第１部（新町）
出場選手

指揮者　堀越　正樹
１番員　内山　英樹
２番員　内野　　亮
３番員　辺田　明照
４番員　成井　智彦
補助員　内山　　淳

２番員内野選手と４番員成井選手が優秀選手賞を受賞

11月15日に開催される「茨城県大会」に出場!!


