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※１市民課で行う税証明関係業務

・固定資産評価証明（土地・家屋）

・固定資産評価額通知書（登記用）

・公課証明（土地・家屋）

・軽自動車納税証明

・納税証明（完納のみ）

・所得証明（児童手当用含む）

・非課税証明

・国保納税額証明（確定申告用）

　　市民課 市民グループ
戸籍・住所に関する各種証明

転入・転出等の異動届

印鑑証明

市税などに関する証明で一般的な

もの※１

　　市民課 市民グループ
出生・婚姻など戸籍に関する各種

の届

外国人登録

パスポートの申請及び交付

　　市民課 国保年金グループ
国民健康保険

長寿医療（後期高齢者医療）

国民年金

医療福祉（マル福）

　　税務課 住民税グループ
住民税・国民健康保険税等の賦課

税関係証明に関すること。

　　税務課 資産税グループ
固定資産税・都市計画税・軽自動

車税等の賦課

軽自動車標識の交付

　　収税課
市税の収納

納税相談

1 2 3

4 5 6

窓口の主な業務

４月１日から

市役所本庁舎の窓口が

使いやすくなります
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　潮来市では、効率的で利便性の高い組織とするため、３月３日（火）から『かすみ保健福祉センター』において、住

民票などの発行業務がはじまりました。『かすみ保健福祉センター』は、日本で初めての試みとなる住民票等の交付を受

けながら保健師に健康相談ができる施設となりました。健康に関する心配ごとなど、お気軽にご相談ください。

かすみ保健福祉センターにおいて

住民票などの発行業務がはじまりました!

鹿行県民センター

鹿行農林事務所

　市町村合併の進展や、高速道路網・情報通信手段の

整備状況などの社会の変化に対応して、地方総合事務

所などの県の出先機関を再編します。

■県民センターの設置

地方総合事務所を廃止し、県民サービスや現地性の高い業

務を行う県民センターを新たに設置します。

■農林事務所の設置

地方総合事務所農林部門、地域農業改良普及センター及び

土地改良事務所を再編統合し、農林関係出先機関が一体と

なって農林業を振興する農林事務所を新たに設置します。

■県税事務所の再編

これまでどおり県税の賦課徴収全般を行う県税事務所と、

窓口収納等の住民サービス業務及び賦課業務の一部を行う

支所に再編します。

■土木事務所の再編

検査部門、総務部門及び管理部門の一部を集約した土木事

務所と、現地性の高い業務を行う工事事務所に再編します。

【お問合せ】茨城県総務部人事課　行政管理グループ　TEL.029-301-2267（直通）

県民相談、建築確認など

農林業の振興、農地転用許可など

　これまで牛堀出張所で業務を行ってきた教育委員会については、３月30日（月）から、学校教育課が本庁、生涯学習課
が中央公民館に移転します。
　生涯学習課の移転については、市民活動の拠点である中央公民館に、生涯学習課を配置することで、施設利用の利便
性を高め、市民サービスの向上を推進します。

◆住民票（謄抄本）の写しの交付
◆戸籍（謄抄本）及び除籍の交付
◆附票の交付
◆印鑑証明書の交付
◆軽自動車用住所証明書の交付
◆記載事項証明書の交付
◆税関係証明書（法人を除く）の交付
　（納税証明書は完納のみ交付）

☆かすみ保健福祉センターでの取扱い業務☆

【お問合せ】かすみ保健福祉センター TEL.６４-５２４０

　転入・転出、戸籍の届出、国

民健康保険証の再交付、国保や

年金の加入・脱退の手続き、バ

イク等のナンバー交付・廃車等

はお取扱いできません。

茨城県からのお知らせ

教育委員会　　　　 　が

                　　牛堀出張所から移転します

行方県税事務所

潮来土木事務所

県税の収納、納税証明など

工事の入札・執行、占用許可など

学校教育課

生涯学習課

新しい窓口はこちら

【お問合せ】学校教育課（3/27まで）TEL.64-2611
　　　　　　　　　　　（3/30から）TEL.63-1111

生涯学習課　（3/27まで）TEL.64-2611
　　　　　　（3/30から）TEL.66-0660

学校教育課→潮来市役所本庁 生涯学習課→中央公民館

3月3日から

平成21年４月１日より

県の出先機関が変わります

3月30日から （　  ）
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　２月１日（日）、日の出運動広場テニスコートにおいて、第

25回 潮来市長杯スポーツ少年団球技大会が、他市の団も参

加のなか行われました。大

会では本市より出場した潮

来ソフトテニススポーツ少

年団の選手が活躍しまし

た。本市より出場した選手の

主な結果は次のとおりです。

潮来市長杯スポーツ少年団球技大会
（ソフトテニスの部）

　１月28日（水）、笠間市の茨城県農業総合センターにお

いて、平成20年度茨城県農産加工品コンクールが開催さ

れ、農産物直売所などで販売されている、炊き込みご飯

や、赤飯、おにぎりなど「米飯類」約三十点が出品され、

味や、見た目、価格などが審査されました。

　潮来市からは、道の駅にて販売をしている、吉川絹代さ

んの「おふくろの味お赤飯」が優秀賞・農

林水産部長賞に、農事組合法人水郷潮来の

かあちゃん手むすびの「じゃがまる」が奨

励賞に、輝きました。

　毎日、知恵を絞り、愛情を注

ぎ、努力や工夫を続けながら、農

産加工活動に取り組まれての受賞

です。おめでとうございます。

もっと美味しく食べよう！いばらきのお米
県農産加工品コンクール入賞作品紹介

　２月17日（火）、茨城県JA会館において、（社）茨城県穀物

改良協会が主催する、第52回茨城県稲作共進会表彰式が行

われ、本市の兼平次雄さんが『優秀賞』に、橋本賢司さん

が『奨励賞』に輝きました。

　この表彰は、県産米の安定生産や

品質向上及び生産コスト低減、安

全・安心へ配慮等を実践している稲

作農家の方を表彰するものです。

　お二人の稲作農家のリーダーとし

ての活躍が期待されます。

入賞おめでとうございます

○茨城県統計協会総裁表彰　　　　　根本　康司さん

○経済産業省調査統計部長感謝状　　今泉　　敬さん　

○経済産業省調査統計部長感謝状　　塚川　満洲さん

平成20年度 茨城県統計功労者表彰式

City News Flash

　３月３日（火）、かすみ

保健福祉センターにおい

て、窓口業務開設にあわ

せて「元気があればなん

でもできっぺ　第１回い

きいき健康フェスティバ

ル」が行われました。

　当日は、同センターで“初めて”の住民票を、 田市長

より市民の方へ手渡した後、窓口業務開設式典が行われ、

田市長は、「かすみ保健福祉センターは日本で初めての試

みとなる、住民票等の交付をうけながら健康相談ができる

施設。市民の皆さんの健康づくりの拠点となるよう、積極

的に利用してください」と、挨拶しました。

　また、式典終了後には、管理栄養士の杉山美智子さんの

講演、よさこいソーラン演舞、シルバーリハビリ体操、ヘ

ルスウォーキング、バランスのとれた食事の試食会、保健

師による健康相談などが、各団体等の協力により盛大に行

われました。

優　勝 篠塚・小倉組（潮来）

準優勝 久保宮・五味組（潮来）

第三位 坂本・内田組（潮来）

第三位 金松・兼平組（潮来）

第三位 山本・川島組（潮来）

第三位 草野・荻沼組（潮来）

◎ダブルス
　小学生低学年の部

◎ダブルス
　小学生高学年女子の部

　延方生活学校では、地球環境を守るため「マイバック持

参、ノー・レジ袋運動」を推進する「レジ袋減らし隊」活

動を行っています。市民の皆さまのご協力により、平成20

年中のレジ袋辞退の数は、13,321枚となり、約800㎏のCO2

を削減することができました。

　レジ袋減らし隊（延方生活学校）では、『一人ひとりが出

来る事から始めよう！』を合言葉に、レジ袋を減らすため

の活動を平成21年度も継続いたしますので、今後も市民の

皆さまのご協力をお願いします。

環境のために一人ひとりが出来る
こと「レジ袋減らし隊」 　１月15日（木）、茨城県

庁において、平成20年度 

茨城県統計功労者表彰式が

開催されました。

　この表彰式において永年

の統計業務に対する貢献が

認められ、次の方々が表彰

を受けられました。

写真中央　　　今泉さん

右より２番目　塚川さん
その他、統計調査員協議会役員の皆さん

海老原多鶴子　　介護衣料品

十番５班観音講中　 5,060円

匿　名　　　　　　 2,000円

潮来友の会　　　　 5,000円

台上戸高齢者クラブ 7,300円

匿　名　　　　　  玄米30kg

匿　名　　　　　　　 510円

牛堀公民館まつり実行委員会

　　　　　　　　  37,847円

善意銀行 （２月分・敬称略）

表紙の説明



◇「定額給付金」に関して、市や総務省などがＡＴＭ（銀

行・コンビニなどの現金自動預払機）の操作をお願いす

ることは、絶対にありません。

　ご自宅や職場などに市や総務省（の職員）などをかたっ

た不審な電話がかかってきたときは、すぐに市の窓口又は

警察にご連絡ください。
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給付対象者
平成21年２月１日（基準日）において、次の①②に該当されている方です。

①潮来市の住民基本台帳に登録（住民票）がある方。

②潮来市で外国人登録原票に登録（外国人登録）がある方で、永住外国

人（特別永住者、永住者）及び在留資格（短期滞在を除く）を有して

いる外国人の方。

給付額
給付対象者1人につき12,000円

※ただし、65歳以上の方及び18歳以下の方は、１人につき20,000円　

申請の手続き
定額給付金の申請を行い、給付を受けるのは、原則として基準日現在の

世帯主となります。申請書は、３月19日（木）から各世帯に順次郵送い

たします。お手元に届きましたら内容を確認し、なるべく同封の返信用

封筒で申請書を提出してください。定額給付金申請期間は３月25日（水）

～９月25日（金）（※当日消印有効）で、期間中に申請が行われなかった

場合は辞退したものとみなします。

◎定額給付金 申請から給付まで

市から申請書を郵送
（３月19日～順次）

崖
申請書の提出

郵送または市役所へ直接持参
３月25日～９月25日

崖
市で申請書を審査した後、

交付決定及び振込予定日通知を申請者へ通知
崖

指定された金融機関への振込
（申請書を提出してから概ね１ヶ月程度）

子育て応援特別手当とは
目　的
　多子世帯の幼児教育期の負担に配慮する観点から、平成20年度限りの措置

として、幼児教育期の第２子以降の子ども１人あたり３万６千円を支給します。

対象となる子ども
　平成20年度において小学校就学前３年間に該当する、第２子以降の３歳

～５歳の子ども（具体的には、生年月日が平成14年４月２日から平成17年

４月１日までの子ども）が対象となります。
※第２子の判定は、平成２年４月２日以後の子どもの中からとなります。

※対象となる子どもと第１子が別居しているときは、同じ人に扶養されていること

を確認しますので、申請の際に保険証の写しなどが必要となります。

手当の額
　対象となる子ども１人あたり３万６千円

を、同居している世帯主に支給します。

※潮来市において、平成21年２月１日（基準日）
に、住民基本台帳に登録があるお子さん及び
外国人登録原票に登録がある方で、正規在留
者のお子さんが該当になります。（短期滞在は
除く。）

世帯主

生年月日が 平成２年４月２日 から

平成17年４月１日 までの子ども

生年月日が 平成14年４月２日 から

平成17年４月１日 までの子ども

世帯にいる子ども

１人目 ３人目２人目

子育て応援特別手当

目　的
定額給付金は、景気後退下での住民の不安に対処するため、住民への生活支援を行うとともに、あわせて、住民に広く給付す

ることにより、地域の経済対策に資することを目的としています。

　【お問合せ】
　　潮来市定額給付金相談窓口 TEL.63-1111（代表）
　　定額給付金受付窓口
　　(※３月25日（水）から市役所正面玄関付近に開設)

【お問合せ】潮来市子育て応援特別手当相談窓口　TEL.63-1111（代表）
　　　　　　子育て応援特別手当受付窓口（3月25日から市役所正面玄関付近に開設）

子育て
応援特別手当
３．６万円×１人

 ＝３．６万円

生年月日が

平成17年

　４月２日

以後の子ども

手当ての対象

となる子ども

（　　　　　　　　）

◎子育て応援特別手当
　　　　　　　申請から給付まで

市から申請書を郵送

（３月19日～順次）

崖

申請書の提出

郵送または市役所へ直接持参

３月25日～９月25日

崖

市で申請書を審査した後、

交付決定及び振込予定日通知を申請者へ通知

崖

指定された金融機関への振込

（申請書を提出してから概ね１ヶ月程度）

（　　　　　　　　）

定額給付金の給付をよそおった

「振り込め詐欺」や

「個人情報の詐取」にご注意ください

　潮来市では、３月25日（水）から

定額給付金及び子育て応援特別手当

の申請受付を開始いたします。みな

さまのご理解とご協力をお願いいた

します。

定額給付金
子育て応援特別手当
　　　　 申請のご案内
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☆病気の早期発見・未然に防ぐ
　「病気の早期発見」から「病気になる前にリスクを見

つけ予防」する健診として「特定健診」が実施されるよ

うになりました。自覚症状のない病気の発見はもちろ

ん、メタボにより生活習慣病になってしまうリスクも判

定いたします。

健康増進ニュース

特定健診とは？

☆どうしてメタボに注目？
　糖尿病や高血圧症、脂質異常症（高脂血症）などの生

活習慣病。これらの病気に共通する原因は内臓脂肪で

す。過剰に蓄積された内臓脂肪は、体に対していろいろ

な悪影響をおよぼし、生活習慣病にかかりやすい状態に

してしまいます。このような状態を「メタボリックシン

ドローム」と呼び注目されるようになりました。
☆「具合が悪くなってから…」の前に
　生活習慣病が元となり、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こ

す動脈硬化は静かに進行し、自覚症状が出たときにはす

でに重症ということも少なくありません。「特定健診」

から体の異常にいち早く気づき、症状が出る前に改善に

取り組んでいきましょう。

☆「要精密検査」を面倒くさがらずに
　健診は受けっぱなしでは意味がありません。「要精密

検査」などの結果がでたときは、より正確な結果を得る

ために、必ず医療機関などで受診してください。

※潮来市で実施する特定健診の詳しい日程については、決まり次第お知らせします。

かすみ保健福祉センターでは、住民票などの取得の合間に、保健師に健康相談ができます。お気軽にご相談ください。

【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター）TEL.６４-５２４０

☆普段からできるメタボの予防

 1 体重が増え始めたらご飯量でコントロール　

　メタボ予防には体重維持が基本です。体重が増えてき

たなあと感じたら、ご飯など主食の量を加減しましょ

う。１回の適量は、自分の握りこぶし大にしましょう。

体重が元に戻ったら食事を楽しんでくださいね。

 2 プラス15分を意識　

　今の生活にプラス15分歩くことをこころがけましょう。

15分歩くだけでも約60kcalのエネルギー消費になります。

 3 階段利用でプチ筋トレ　

　階段を利用すると、平地を歩くときの２～３倍の運動

強度が得られ、筋トレ効果が期待でき、心肺機能の向上

にもつながります。

 4 姿勢を正しておなかの引き締めを　

　座るときの姿勢をよくしましょう。姿勢を正すと引き

締め効果が期待できます。

　おしゃれ用カラーコンタクトレンズは、医療用の

コンタクトレンズとして取り扱われていないことか

ら、使用方法等の説明を受けずに不適切に使用したこ

となどにより、健康被害を生じた事例が多く報告され

ております。

　つきましては、使用に当たっては次の点にご注意く

ださい。

【お問合せ】潮来保健所衛生課　TEL.0299-66-2116

使用にあたっては、事前に眼科医の検診、指導

を受けましょう。

適切な装着時間を守りましょう。長時間の装着

は障害の原因になります。

使用方法を守り、適切なメンテナンスをおこな

いましょう。

少しでも異常を感じたら、直ぐに眼科医の診察

を受けましょう。

暗い場所では見えにくくなることがあるので、

夜間の運転等には注意しましょう。

1
2
3
4
5

おしゃれ用カラーコンタクトレンズ

の取り扱いに注意しましょう

特定健診からはじめる健康づくり

《広　告》《広　告》

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

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
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　第６回潮来市ヘルスウォーキング大会を、３月20日（金）の春

分の日に、潮来市民の健康づくりと、健康維持による医療費の抑

制を目的に、水郷県民の森をメイン会場として開催します。

　この大会も６回目となり、市民の皆さまの健康意識も年々

盛り上がってきたように感じます。

　健康で大会趣旨に賛同する方(介助者が必要な場合は介助者

が同行できる方)など、どなたでも参加できます。

　幅広い年代の方々のご参加をお待ちしています。ぜひ、ご

参加ください。

　経済産業省では、一般住宅向けの太陽光発電システ
ムの普及拡大を目的として、システムの設置者に対し
て支援することとなりました。
　この事業は、国による、「低炭素社会づくり行動計
画」に盛り込まれた太陽光発電の導入量の大幅拡大と
いう施策の一環として実施されるものです。
　詳しくは下記までお問合せください。

（対象者）

（１期）生後12ヶ月～24ヶ月未満で１歳児の者

（２期）小学校就学前に相当する年齢の者

　（平成14年４月２日～平成15年４月１日生）

（３期）中学１年生に相当する年齢の者

　（平成７年４月２日～平成８年４月１日生）

（４期）高校３年生に相当する年齢の者

　（平成２年４月２日～平成３年４月１日生）

《接種委託医療機関》 ※事前に電話にて予約のこと

飯島内科　（TEL.66-0280）　　大久保診療所　（TEL.62-2506）

仲沢医院　（TEL.63-2003）　　延方クリニック（TEL.66-1873）

【お問合せ】
潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター）
TEL.64-5240

《日　時》３月20日（金）春分の日

　　　　　午前９時30分～午後１時（小雨決行）

　　　　　（態度決定　午前８時）

《会　場》水郷県民の森（野外活動広場集合）

《参加費》無　料

《コース》・３㎞程度の初心者用コース

　　　　　・６㎞程度のレギュラーコース

《申込み》大会当日に会場にてお申込みください。

《主　催》潮来市・潮来市ヘルスウォーキング連合会

【お問合せ】潮来市健康増進課（かすみ保健福祉センター）℡.64-5240　FAX.80-3077

制度の詳細、申請手続き、お問合せ
（社）茨城県公害防止協会（茨城県地球温暖化活動推進センター）TEL.０２９－３０９－８０８６（直通電話）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX.０２９－３０９－８０８７

ダウンロードサイト：太陽光発電普及拡大センター（Ｊ－ＰＥＣ）　http://www.j-pec.or.jp

《募集期限》 ３月31日（火）まで

《補助金額》 対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力　１ｋｗあたり７万円

《対 象 者》 自ら居住する住宅にシステムを設置する個人で、電灯契約をしている方

《対象システム》

　・太陽電池モジュールの変換効率が一定の数値を上回

ること（太陽電池の種類毎に基準値を設定）。

　・最大出力が10kw未満で、かつ、システム価格が70万

円／kw以下であること。

　・一定の品質・性能が確保され、設置後のサポート等

がメーカー等によって確保されていること（10年以

上の出力長期保証）。

参　考　平成21年度においても事業実施の予定ですが、時期など詳細については、未定です。

みんなで歩こう！！

第６回 潮来市ヘルスウォーキング大会を開催します

麻しん風しん（ＭＲ）混合ワクチン
の定期予防接種を受けましょう

住宅用太陽光発電システムの

設置に対し国からの補助制度

があります

　まだ接種していない対象者は３月31日までに

必ず予防接種を受けましょう。接種料金は市が

負担いたします。期間を過ぎた場合は、自費扱

いとなりますのでご注意ください。

《広　告》

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）

●通学部（http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）（人数に制限あり。早めの予約が必要）

☆通信添削部もあります。いつでも相談に応じます。

大 川 英 語 教 室
教職教養 通添通学教室

教員志望の皆さんを応援します！

期 間 等 平成21年５月～６月の２ヶ月。毎週金曜日　20時30分～21時30分。

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を直接指導。

指 導 料 １ヵ月　５,０００円　※平成20年度は、16人が通学しました。

英語を教えることが大好きです！

《広　告》

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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潮来市地域包括支援センター

　成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損な

われたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。

　　　【お問合せ・ご相談】潮来市地域包括支援センター（潮来市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　　　　TEL.６３-１２８８
　　　　　　　　　　　　　社団法人　成年後見センター　リーガルサポート茨城支部
　　　　　　　　　　　　　TEL.０２９-３０２-３１６６

地域包括支援センターでは成年後見制度の相談を受け付けて

います。

ご存知ですか？成年後見制度　その②自分のために　

　みんなのために

　ひとり暮らしの老後を安心して過ごし

たい。高齢者施設などに入所するための

契約をしたり、入所費用を払ってもらい

たい。併せてこれまで経営してきたア

パートの管理もお願いしたい。

　アルツハイマーが発症。今一人暮らし

だが、自分の意思で悔いのない人生を送

りたい。

　使うはずもない高額な健康器具などを、

頼まれるとつい買ってしまう。

　両親が死亡した後、知的障害を持つ子

どもの将来が心配。その子のために財産

を残す方法やその使い方、施設への入所

手続きなどどうしたらいいの？

　認知症の父の不動産を売却して入院費

にあてたい。

　寝たきりの父の面倒をみて財産管理を

してきたが、他の兄弟から疑われている。

　老人ホームにいる母の年金を持ち出し

てしまう兄弟に困っている。

どのように支援するの？

　Ａさんに代わって（代理権）、販売者に取り消す旨を伝えたり（同意権・取消権）して、Ａさんが不利益

を被らないように支援します。この場合、Ａさんの希望を尊重し（自己決定の尊重）、生活状況、体力や精

神状態など配慮して（身上配慮義務）、Ａさんに最も良い方法を選んで行なうことになります。

成年後見制度は、

こんな時に利用できます！

例えば、認知症のＡさんが要らない布団の契約や、

購入をしてしまった場合。

1

2
3

4

5
6
7

OPEN!!３ヶ月で10㎏減!!
私の人生変わりました。

効果には個人差があり
 ます

リニューアル

次の理念を掲げています。

「あなたの減量成功が私達の仕事で
す。あなたの幸せが私達の目標です。」

家族で営む耳つぼ専門店。
ためしてみませんか？
お気軽にお電話下さい。

日本痩身医学協会会員
ヘルシー耳つぼ
ダイエットサロン

不定休 ９：３０～１９：００（時間外応相談）

無料カウンセリング予約受付中！

施術料　１回当たり2,000円

50120-417
よ い な

-332
み み つ ぼ

潮来市牛堀、北利根川のほとりに
オープン１年の

話題の耳つぼダイエットサロン!!

潮来市牛堀44

さよなら！メタボリック症候群

耳つぼダイエット

ヘルシー

OPEN!!
概
(       )

リフレッシュ○中高年の方で肥満や体調不良でお悩みの方
○今までに減量に失敗した方、諦めている方
○真剣に痩せたい方

オーナー自身の写真・
３ヶ月の結果です涯

《広　告》
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◎４月１日から犬の鑑札が、小判型から丸型で愛らしいデザインに変更になります。

鑑札や注射済票をつけてさえいれば、全国どこへ迷い犬になったときにも飼い主さ

んのもとへ帰れます。（注意）旧デザインのものも引き続きご使用になれます。

　　まだ登録していないなら、ぜひ、愛犬にこの犬鑑札をつけて楽しくお散歩してく

ださい。なお、新規登録代は2,000円が必要です。

◎狂犬病注射済票についても３月２日の注射分から、デザインが変わります。

　ひとまわり小さくなるので、わんちゃんも嫌がらずに着けてくれることでしょう。

～ 男女共同参画社会 ～～ 男女共同参画社会 ～ VOL.71VOL.71

新）

狂犬病予防注射済票犬鑑札の見本

撮影協力：寺内ロックくん

～犬の鑑札のデザインが変わります～

旧） 新）旧）

《広　告》

*大変申し訳ありませんが、ホテルは
夏からとなります

TEL. ０２９９-９４-５５１５
住所　潮来市日の出8 - 1 4 - 5
営業時間　am９：30～pm６：00まで
*トリミングの受付はpm４：00まで*

定休日　毎週月曜、第２日曜

ここ

ペットサロン・ホテル

★
入口

大通りからは入れませんので
１本中の道からお入りください。

道の駅

中学校

船坂医院

日の出
ホール

ＯＰＥＮ
!!

麻生
神栖

　２月28日（土）、潮来ショッピングセンターアイモアにおいて約60名の皆さんが参加し、Ｅ～クオリティー★カフェを

開催しました。講師として、オーストラリア在住の内田真弓さん（アボリジニアート・プロデューサー）をお迎えし、

「裸足のアーティストに魅せられて～砂漠で見つけた夢」と題し、内田さんの生き方や仕事についてお話を伺いました。

一年の３分の１をオーストラリア先住民族アボリジニが住む砂漠で生活しているという内田さんの貴重な映像やお話、

そして、自分の心にまっすぐ向き合い果敢にチャレンジし続ける生き方に、

参加した多くの方が共感していました。参加した方からは、「元気をもらった」

「人生において尊いものは何か、と改めて考えさせられた」「自分で選びとる

人生を実践している方のお話しが聞けてよかった」などの声がありました。

内田真弓さんからのステキな生き方アドバイス！

・幸せは自分のハートが決めるもの！自分の心の声に耳を傾け、それに従っ

て一歩踏み出してみると、きっと人生のデザインはより魅力的で、美しい

ものになるはずです。そして、自分の心が満足した瞬間がその人の「成

功」ではないでしょうか。

第５回

【お申込み】潮来市秘書広聴課　TEL.６３-１１１１　内線２０８

・開　設　日…３月26日　４月９日・23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

（毎月第２・４木曜日　午後１～５時）

～クオリティー★カフェ
　　　　（男女共同参画講座）を開催しました。E

《広　告》

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）

新デザイン発表します。

潮来市では、男女共同参画総合相談を開設しています
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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

４月の図書館カレンダー

今月の本棚（４月）

石川　啄木（月刊「すばる」創刊100年関連詩人・歌人）

　平成21年度は、生誕100年の作家と月刊「すばる」創刊100年関連の
作家を特集します。
　「一握の砂」「あこがれ　愛憎版詩集シリーズ」「われなきぬれて　
石川啄木の生涯」「啄木と賢治」「夢　啄木・中也・道造詞華集　美し
い日本の詩歌」など。　CD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

４
４日(土) 野の白鳥 アニメ 子ども向け

12日(日) 天と地 外国映画 トミー・リー・ジョーンズ／ヘップ・ティ・リー／出演 青少年・大人向け

18日(土) 金の鍵 アニメ 子ども・青少年向け

26日(日) 隠された記憶 外国映画 ジュリエット・ビノシュ／ダニエル・オートゥイユ／出演 青少年・大人向け

図書館員おすすめの本（お気に入りの小説を探す）

◎探し方の本

「SFベスト２０１」「泣ける純愛小説

ダイジェスト」「このミステリーがす

ごい！」「どの本よもうかな？中学生

版　日本編・海外編」「キラキラ読書

クラブ子どもの本644冊」など

◎2008　年間ベストセラー

「流星の絆」「犬と私の10の約束」

「陰日向に咲く」「のぼうの城」「L　

change the World」「ゴールデンスラ

ンバー」「聖女の救済」「食堂かたつ

むり」「私の男」「ガリレオの苦悩」

広報いたこ 2009
３月号 Vol.96

４月５日（日）午後２時～2時30分

交通安全のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

４月11日（土）午後２時～2時30分

入園・入学のおはなし
いたこおはなし会

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋） 図書館のできごと

※こども読書の日　おはなし会拡大版
 「てづくりであそぼうコーナー」もありますよ。申込みは、図書館

カウンター、電話、FAXにて。

１月18日（日）

「藤井いづみ先生が語るおはな

しの世界」開催

２月１日（日）

「鬼は外！福は内！」

春がそこまでやってきています。

涯

涯

☆図書の寄贈　大歓迎！

　潮来市立図書館では、図書の寄贈を受け付けております。皆様の暖かいご支援をお待ちしております。

 平成20年度の状況（平成21年１月31日現在）

　寄贈された図書の数　4,635冊
　　 そのうち書棚へ並べた数　2,922冊 

　　　　　　　　　　　　　　　　　ブックリサイクルへ出した数　1,713冊

　図書館の資料は、市民のみなさんの大事な財産です。平成21年度もなお一層のご利用をお待ちしております。

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

虹

《広　告》

虹

潮来市日の出8-29-8

★メタボでお悩みの方！
★まずは５～10㎏ダウンからチャレンジ！
★腰、ひざの痛みや心臓病などの内臓疾患のため
医者から痩せるようにと注意されている方

針なし

無料カウンセリング予約受付中

耳つぼダイエットサロン

50120-332
み み つ ぼ

-514
ここいいよ

《広　告》

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

４月16日（木）午前11時30分～12時

０～３歳のお話会
（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

４月19日（日）午後２時～３時

こども読書の日　おはなし会拡大版※
図書館のおにいさん、おねえさん

４月25日（土）午後２時～２時30分

お花見のおはなし
うしぼりおはなし会
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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）
（H20.4月生）

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

久保病院564-6116

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H18.1月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H20.11月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中） 子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.9月生）

子育て広場（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）
何でも育児相談

子育て広場（図）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.8月生）

April

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）

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

広報いたこ 2009
３月号 Vol.96

4 のカレンダー

　国民年金の保険料は前払い（前納）するとお得になります。口座振替を利用すれば、さらにお得になります。

（平成21年度は月14,660円です。）

◎口座振替のお申し込み先は

　口座をお持ちの金融機関の窓口、または社会

保険事務所で受け付けております。年金手帳・

通帳・通帳印をお持ちください。

　国民年金を納めている方は、定額の保険料に月額400円を上乗せして納

めると、将来受け取る老齢基礎年金の年額に付加年金を生涯上乗せして

受け取ることができます。

☆例えば、付加保険料を10年間納付したとすると…　付加保険料　400円×10年（120月）＝48,000円

　受け取る年金額は…　（計算式：200円×付加保険料を納めた月数）＝24,000円が年額として生涯上乗せされます。

　つまり…　付加年金を２年間受給すると、納付した付加保険料額と同額となるため、とてもお得です。

※国民年金基金に加入中の方は、付加年金に加入することはできません。

※付加年金は、納付期限を過ぎると納付できません。

【お問合せ】水戸南社会保険事務所
　　　　　　TEL.０２９-２２７-３２５１

国民年金保険料のお得な納め方

１ヶ月分 ６ヶ月分 １年分

現金納付（月々） 14,660円

現金納付（前納）

割引額

87,250円

710円

172,800円

3,120円

口座振替（前納）

割引額

14,610円

50円

86,960円

1,000円
172,230円

（21年度受付終了しました）

お得な付加年金をご利用ください

平成21年度割引額は

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

常南医院563-1101

こころの健康相談（か）
いきいき健康体操（か）

ストレッチ体操（か）

月々プラス

400円（付加年金）



活躍した小学生・
　　中学生を表彰

人口のうごき ３月１日現在
（ ）内は前月比
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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

編　集：潮来市総務部　秘書広聴課

発行者：潮来市長　　　田　千春
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　３月２日（月）、牛堀公民館において、平成

20年度 児童生徒表彰が行われ、スポーツや善

行活動など様々な分野で活躍した、117人の児

童・生徒が表彰されました。

　受賞者を代表して挨拶した、牛堀中学校３

年の齋藤遥さんは、「今日いただいた賞を励み

に、これからもがんばっていきたいと思いま

す」と元気に話されました。

潮来小学校・津知小学校 大生原小学校

延方小学校 日の出小学校・牛堀小学校

潮来第一中学校 潮来第二中学校・日の出中学校・牛堀中学校


