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　サークルや職場の仲間など、踊りの好きな方ならどなたでも応募で

きます。おどり連の構成人数は概ね10名以上とします。

◆日　　時　６月13日（土曜日）午後４時00分～８時30分（予定）

◆場　　所　潮来駅前潮来節おどりの響演大会特設会場

　　　　　　（潮来市あやめ一丁目地内）

◆賞について　おどり大賞　賞金20万円　その他賞あり

◆申込方法　おどり参加申込用紙に必要事項をご記入のうえ、大会事

務局にお申込みください。

　　　　　　※申込用紙は、各公民館、商工会、観光協会窓口に設置してあります。

　　　　　　※潮来市ホームページからもダウンロードできます。ＨＰ http://www.city.itako.ibaraki.jp/
◆申込締切　５月25日（月曜日）必着

◆お問合せ　潮来節おどりの響演大会事務局（潮来市観光商工課）

　　　　　　TEL.63-1111　内線244　FAX.63-3591

行事名 実施日 実施場所

潮来のうたフェスティバル ６月７日（日） 開花亭

弓道大会 ６月14日（日） 潮来高校

関東俳句大会 ６月７日（日） 潮来公民館

少年剣道大会 ６月14日（日） 潮来第一中学校

囲碁大会 ６月21日（日） 延方公民館

将棋大会 ６月21日（日） 中央公民館

龍生派生花展 ５月29日（金）～31日（日） 潮来ふるさと館

短歌大会 ６月21日（日） 牛堀公民館

水郷レガッタ大会 ６月28日（日） 北利根川

行事名 実施日 実施場所

観光ボランティア案内所 期間中 前川あやめ園・旧所家住宅（期間中 土・日）

潮来市特産品販路推進販売 期間中の土・日曜日 前川あやめ園周辺

駅からハイキング ６月６日（土） 潮来駅～市内

万燈会 ６月６日（土）・夜 潮音寺（慈母観音）

ギャラリー特別展「水郷風景展」 ５月27日（水）～６月18日（木） 水郷まちかどギャラリー

水郷の燈（すいごうのあかり） ６月20日（土）・夜 前川あやめ園

第16回
「潮来おどり」を踊ってみよう！

潮来節おどりの響演「おどり連」を募集します

行事名 実施日 実施場所

嫁入り舟の運航 期間中の土・日曜日 前川

市営櫓舟の運航 期間中毎日 前川

宵の嫁入り舟・宵の櫓舟運航 期間中の土曜日・夜（櫓舟は５月30日（土）～） 前川

帆曳き船の運航 期間中の日曜日 北利根川

あやめ踊り披露 期間中の日曜日 前川あやめ園

潮来囃子演奏 期間中の日曜日 前川あやめ園

潮来祇園祭礼おどり披露 期間中の日曜日 前川あやめ園

全国優良品種花菖蒲展示会 期間中毎日 前川あやめ園

前川あやめ園ライトアップ 期間中毎日 前川あやめ園及び周辺

☆関連行事

☆協賛行事

☆実行委員会行事

行事名 実施日 実施場所

潮来節おどりの響演大会 ６月13日（土） ＪＲ潮来駅周辺

花村菊江ショー ６月20日（土） 前川あやめ園

☆特別行事
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　今年も、『あやめまつりの華』『潮来市の顔』と

して、５月23日（土）～６月28日（日）のあやめま

つり期間中の土・日曜日、前川あやめ園をはじめ、

市内の観光スポットなどにおいて、外国人を含む総

勢14名のあやめ娘が心を込めておもてなしをいたし

ます。

　また、今年はより良いおもてなしをするために

『水郷潮来あやめ娘コンテスト』を実施し、心を込

めたおもてなしや立ち振る舞いなどから『Princess 

iris』『準Princess iris』を決定いたします。

　観光客の皆さんばかりでなく、市民の皆さんもぜ

ひあやめ園にいらしてください。

草野　奈津美

楽しく活動したいと思いま

す。

宮本　真実

持ち前の笑顔と明るさで皆

さんに楽しんでいただきた

いと思っています。

カリラ　アリーム

たくさんの人と会えるのを

楽しみにしています。

窪谷　美奈

潮来のきれいな光景を観光

客の皆さんと楽しみたいで

す。

兼平　麻美

子供の頃から憧れていまし

た。キャンペーン等の活動

も楽しみたいと思います。

折笠　　恵

観光客の皆さんとのたくさ

んの出会いを楽しみにして

います。

パーカー　ローレン

たくさんの人と日本の文化

にふれるのを楽しみにして

います。

本谷　遥香

観光客の皆さんに“おもて

なし”をしたいと思います。

風間　　文

生まれ育った“潮来”のた

めに活動したいと思います。

沼田　淳子

あやめ園を訪れた方々に「来て

よかった」と言っていただける

よう活動したいと思います。

掛田　律子

潮来の良いところをご案内し

て、訪れた皆さんに喜んでい

ただきたいと思っています。

茂木　サパナ

たくさんの人との出会いを

楽しみにしています。

水郷潮来あやめ娘紹介

心をこめて

『おもてなし』いたします

We wait in Iris garden

内山　由衣

あやめ娘としての活動を通

して地域に貢献したいと思

います。

大堀　由香

潮来の歌を歌うのを楽しみ

にしています。

2009



5 広報いたこ 2009
５月号 Vol.98

（２）第２次試験　口述試験、身体検査、適性検査とします。 （３）資格調査　受験資格の有無等について調査します。

職種区分 採用予定人員 受　　験　　資　　格

一般事務

（保健師含む）
２名程度

昭和48年４月２日以後に生まれた人で、高校以上を卒業した者及び平成21年

９月30日までに卒業見込みの者（保健師については、保健師の免許を有する者）

　試験は第１次試験、第２次試験及び資格調査とし、第２次試験は第１次試験の合格者に対してのみ行います。

試　　験 内　　　　　容

教養試験

Ａ

大学卒

公務員として必要な大学で履修した程度の一般的知識、知能について、

択一式による筆記試験を行います。

Ｂ

 短大卒・高校卒等

公務員として必要な高等学校で履修した程度の一般的知識知能につい

て、択一式による筆記試験を行います。

作文試験 Ａ・Ｂとも 課題に対する理解力、文章による表現力等を見ます。

３．試験日及び試験場

（１）申込用紙の請求 

　　申込用紙は市役所総務課に請求してください。（本庁舎２階）

　　郵便で請求する場合は、封筒の表に職員採用試験申込

用紙請求と朱書し、書留等の確実な方法をとってください。　

なお、次のものを必ず同封してください。

　　・あて先を明記して120円切手を貼った返信用封筒

（Ａ４判）

　　・受験する職種(一般事務)、試験区分（Ａ大学卒、Ｂ

短大卒・高校卒等）を明記した様式任意の書類

（２）受験申込先

　〒311-2493　茨城県潮来市辻626番地

　　　　　　　潮来市役所 総務部総務課 人事行政グループ

（３）受付期間

　　平成21年４月27日（月）～５月26日（火）休日は除きます。

　　申込みは月曜日から金曜日の午前９時から午後５時ま

でとし、郵便の場合は５月26日必着です。

（４）提出書類等

　ア　申込書　１部（所定の申込用紙を使用してください。）

　　　　　　　　申込書に貼付ける写真のほかに、写真１

枚を添えてください。なお、写真の裏に

は、氏名を記入してください。

　イ　受験料　不　要　　　　　　　　　　　 

　ウ　あて先を明記して380円切手を貼った定形封筒

　　　（受験票送付用）

（注）１．作文試験については、教養試験が基準点に達しないものについては採点しません。

　　  ２．Ａ（大学卒）の受験資格がある方は、Ｂ（短大卒・高校卒等）を受験できません。

（１）第１次試験

区　　分 第１次試験 第２次試験

日　　時 平成21年６月28日（日） 平成21年７月中旬

試験会場 潮来市立中央公民館 第１次試験合格者に通知します

５．給　　与

　　　給与は、潮来市職員の給与に関する条例規

則に基づき支給されますが、例えば学校卒業

直後に採用された場合は、次のとおりです。

学　　　歴 高等学校 短大等 大　学

給料（基本給）月額 144,500円 158,700円 178,800円

４．合格者の発表

（１）第１次合格者の発表は、７月上旬に掲

示板（市役所前、旧牛堀出張所前）に

掲示するほか合格者に通知します。

（２）最終合格者の発表は、８月に掲示板

（市役所前、旧牛堀出張所前）に掲示

するほか合格者に通知します。

１．試験区分、採用予定人員及び受験資格

２．試験の方法

７．採用の時期について

　　　採用期日は、平成21年10月１日（木）を予定しております。

８．その他

　（１）平成22年４月１日付け採用予定の職員募集（第２回試験）については、平成21年７月にお知らせする予定です。

　　＊職員募集内容については、潮来市ホームページ（http://www.city.itako.ibaraki.jp/）でもご覧になれます。

６．受験手続及び受付期間

【お問合せ】潮来市 総務部総務課 人事・行政グループ　TEL.63-1111　内線 221～223

平成21年度　潮来市職員（平成21年10月採用）第１回試験案内
申込受付期間　４月２７日（月）～５月２６日（火）

＜再度のお知らせ＞
緊急雇用対策として本年度10月１日付け採用予定の

正規職員を募集します
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　５月３日（日）・４（月）に行われた「第８回北関東

選抜還暦野球大会」に出場し、見事優勝した水郷マス

ター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。青木監督は「昨年は２位に終わっ

た。その悔しさと一人ひとりが奮起、優勝につながっ

た。」と話し、 田市長からも「群馬・栃木・茨城の

チームが出場する中で、優勝することはとても難しい

こと。本当におめでとう。」と、一緒に勝利を喜びまし

た。また、引き続き部員を募集し、仲間を増やし、野

球を通じてみんなで楽しく過ごして行きたい。と今後

の抱負も述べられました。

お問合せ　山田 富造（潮来802)　TEL.62-4432

水郷マスターズ大活躍

広報いたこ 2009
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　３月13日（金）永山地区住民と市役所職員総勢30名

で、不法投棄ごみの撤去作業を行いました。地域住民

の方々のご協力により、かなりのごみを撤去すること

が出来ました。お忙しいところ、ご協力をいただき大

変ありがとうございました。

永山地区環境美化活動

　４月９日（木）自衛官を目指す人への情報提供や、

相談に応じる自衛官募集相談員の委嘱状交付式が行わ

れ、相談員４名の方に潮来市長と自衛隊茨城地方協力

本部長連名の委嘱状が交付されました。任期は平成23

年３月31日までとなっています。

自衛官募集相談員へ委嘱状交付

左から　中野 庄吾相談員、渡辺 兵衛相談員、

　　　　杉本本部長、 田市長、薄井 登美男相談員、

　　　　小峰 孫一相談員、立石百里募集事務所長

　４月４日（土）権現山公園桜まつりにおいて花の交

流会と題したイベントが行われ、踊りや、カラオケ、

演奏等が披露されました。

　会場では、野立てや、模擬店にて、あま酒、もち、

やきそば、わたあめ

等が用意され、たく

さんの人々で賑わい

ました。子どもたち

は、大きなシャボン

玉や、変わった形の

シャボン玉づくりに

熱中していました。

第25回 権現山公園桜まつり～花の交流会～

　４月５日（日）

前川あやめ公園に

おいて、潮来公民

館主催による「さ

くら祭り」が開催

されました。会場

では、模擬店、潮

来ばやし演奏、昔

話の読み聞かせ、発表会などが催され、賑わいまし

た。プレゼントコーナーでは、甘酒、ポン菓子等が振

る舞われ、人気を集めました。

第34回 さくら祭りが開催されました
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　４月15日（水）潮来市名誉市民である、村山密さん

が故郷である潮来市を訪れ、潮来市長を表敬訪問され

ました。

　村山さんは、現在、ご夫婦でフランスのパリに在住

し、洋画家として活躍を続けています。平成18年～平

成20年度には、米寿記念展として国内各地において村

山密展が開かれ、多く

のファンを魅了しまし

た。

　市長室での懇談の際

には、90歳の元気な笑

顔でお話される姿が印

象的でした。

名誉市民　村山密さん帰郷

橋本　隆 　8,700円

匿　名 　　2,000円

清水次郎長会　　13,423円

匿　名 　玄米60㎏

潮来総合市場

フリーマーケット 32,210円

潮来ライオンズクラブ

　80,000円

善意銀行 （４月分・敬称略）広報いたこ４月号（Vol.97）での訂正があります。

10ページのシティーニュースフラッシュ及び、11ページの善意銀

行の記事の中で「平成19～20年度区長ＯＢ会」が「平成17～18年

度区長ＯＢ会」の誤りでした。

13ページ給与適正化の推進の中で、「ラスパイラル」が「ラスパイ

レス」の誤りでした。

15ページの広告、特別介護老人ホーム　いたこの郷　のなかで、

「憩介護支援事業所」が「居宅介護支援事業所」の誤りでした。

お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

　４月３日（金）、平成２

年８月１日～平成21年３

月31日まで潮来市行政相

談委員として務めていた

だいた、姥貝好雄さん

に、総務大臣からの感謝

状が贈呈されました。姥

貝行政相談員には、長期

にわたり、行政の制度・

運営の改善にご尽力をいただきました。厚く御礼申し

上げます。

姥貝行政相談員に感謝状

　２月22日（日）行方市立麻生小学校体育館におい

て、第28回青少年健全育成行方地区少年剣道練成大会

が開催されました。市内団体の結果は下記のとおりです。

第28回青少年健全育成
行方地区少年剣道練成大会

【試　合（団体戦）の部】（11チーム参加）

　優　勝：牛堀少年剣道愛好会

　３　位：日の出少年剣友会

　３　位：延方スポーツ少年団

【切返しの部】（６チーム参加）

　３　位：日の出少年剣友会

　３　位：牛堀少年剣道愛好会

【面打ちの部】（４チーム参加）

　３　位：牛堀少年剣道愛好会

　天候にも恵まれた４

月16日（木）潮来カン

トリークラブにおい

て、潮来ライオンズク

ラブ主催（根本幹士会

長）に よ る「第 ５ 回

チャリティーゴルフ大

会」が、260名の参加

者により盛大に開催さ

れました。

　また、クラブを代表して根本会長から本市の各種団

体に対して、多額なご寄付をいただきました。ありが

とうございました。住民福祉向上のため有効に活用さ

せていただきます。

○潮来市社会福祉協議会（50,000円）

○潮来市身体障害者福祉協議会（30,000円）

○潮来市青少年育成潮来市民会議（50,000円）

○いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブ（50,000円）

○潮来市グラウンドゴルフ大会（100,000円）

潮来ライオンズクラブ
「第５回チャリティーゴルフ大会」
が開催されました。
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地区名 氏　名

西町 仲澤　　進

大塚野 塚本　俊一

浜丁 小澤　禧雄

上丁 坂本　衛康

下丁 荻　　　清

あやめ２丁目 藤岡　　忠

二丁目 藤岡　清志

三丁目 藤島　泰男

四丁目 磯山　直治

五丁目 荻　　隆夫

六丁目 國安　壽男

七丁目 植田　　肇

八丁目 大塚　　武

七軒丁 紫村　征司

十番 根本　　憲

十四番 森田　桂一

地区名 氏　名

日の出１丁目 飯塚　幸義

日の出２丁目 荒野　英樹

日の出３丁目 瀧ヶ﨑宣男

日の出４丁目 仲田　次男

日の出５丁目 根本　雅夫

日の出６丁目 荒張　　敬

日の出７丁目 藤岡　英夫

日の出８丁目 和泉　光紀

大洲 髙田　一男

新町 茂木　　栄

後明 四ノ宮已典

将監 川邉　照明

江寺 宮内　一行

貝塚 岩本　昌憲

築地 江口　敬二

川尾 石橋　満治

（敬称略）

潮来市区長会長　　荒張　　敬（日の出地区代表区長・日の出６丁目区長）

新しい区長を紹介します

地区名 氏　名

須賀 内田　悦郎
曲松 石田　　貢
古高 今泉　作衛
小泉 吉川　功美
新宮 松金　克美
大山 三田村　藏
下田 塙　　敏夫
洲崎 柏﨑　正雄
東 谷田　久一
西 橋本　幸次
徳島 茂木　徳治
福島 羽生　信夫
米島 諸星　勝美
前川 村井　　巖
水原１ 大島　一利
水原２ 小沼　竹男
水原３ 水飼　　靜
釜谷 大川　成志
大生 平塚　　只
大賀 原　　正孝

地区名 氏　名

牛堀第一 堀江　清作

牛堀第二 坂本　雄吉

永山東 永峰　一雄

永山西 越川　　到

堀之内 石神　　清

茂木 茂木　英雄

清水 吉川　春雄

芝宿 薄井　康平

横須賀西 明間　　弘

横須賀東 荻　　　壽

台上戸 平松　忠男

宿 岡野　正行

古宿 鬼澤　　豊

赤須 藤﨑　利一

潮来市区長会副会長

　植田　　肇（潮来地区代表区長・七丁目区長）

　宮内　一行（津知地区代表区長・江寺区長）

　内田　悦郎（延方地区代表区長・須賀区長）

　

　大島　一利（大生原地区代表区長・水原１区長）

　茂木　英雄（かすみ地区代表区長・茂木区長）

　藤﨑　利一（八代地区代表区長・赤須区長）

潮来市教育委員会委員
～仲澤秀子さん就任～

 ４月６日付で前島益男さんにかわり仲澤秀子さんが

就任しました。仲澤秀子さんは牛堀在住で任期は４年

となります。

　前島益男さんの11年６月に亘るご活躍に対し、厚く

御礼申し上げます。

仲澤秀子新委員のあいさつ

　私たちは、20世紀から21世紀に

またがって生きておりますが、21

世紀を担うのは今の子供たちです。

自ら学び自ら考え、主体的に生き

る力を学校教育・家庭教育の中で

育むことが求められております。

　子供たちの成長の一翼を担える

ことを嬉しく思うとともに、その

責務の重大さを感じております。

　微力ではありますが、精一杯努めさせていただきます。

行政相談委員に委嘱されました

　平成21年４月１日付で、次の方が総務大臣から委嘱

されました。

　明間　愛子　相談委員

　（６４－２４５５）

　担当：牛堀地区

　行政相談委員は、「めざそう　住

みよい　まちづくり」をスローガ

ンに、住民の皆様の身近な相談相

手として、行政に関する相談などを受け付け、その解

決のための活動をしています。

　毎日の暮らしの中で、困っていること、悩んでいる

ことなどがありましたら、お気軽にご相談ください。

なお、潮来地区は木内　洋子相談委員（６２－４３３

３）が引き続き担当いたします。
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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 般 20国補流潮公下測試第4号実施設計業務委託 潮来市洲崎地内 6,400,000 2,900,000 常陸測工（株） 11

工 般 20国補流潮公下第3号管路施設工事 潮来市洲崎地内 17,100,000 16,600,000 （株）松崎土木 5

工 般 20国補流潮公下第4号管路施設工事 潮来市洲崎地内 10,200,000 10,000,000 （株）田崎技術 1

工 般 20国補流潮公下第5号管路施設工事 潮来市洲崎地内 8,500,000 8,150,000 （株）高須工務店 6

工 般 20国補流潮公下第6号管路施設工事 潮来市曲松南地内 11,800,000 11,250,000 （有）篠塚工建 4

工 般 国20－1号配水管更新工事 潮来市潮来地内 27,500,000 26,120,000 （株）森内建設 6

工 般 20-3号配水管布設工事 潮来市新宮地内 7,100,000 6,740,000 （株）篠塚工業所 10

工 般 国20-5号配水管更新工事 潮来市潮来地内 15,600,000 15,150,000 （株）田崎技術 5

工 般 国20-6号配水管更新工事 潮来市潮来地内　 9,100,000 8,700,000 （有）平松工業 5

工 般 国20-7号配水管更新工事 潮来市潮来地内 15,900,000 15,400,000 （株）菱木土建 3

工 般 Ｈ20国補市道（潮）1級13号線道路改良工事　第2工区 潮来市日の出地内 30,500,000 29,800,000 東城建設（株） 6

工 般 Ｈ20国補市道（牛）2級6号線歩道工事　第1工区 潮来市堀之内地内 13,600,000 12,900,000 （株）森内建設 5

工 般 Ｈ20国補市道（牛）2級6号線歩道工事　第2工区 潮来市堀之内地内 17,400,000 16,500,000 （株）生井澤工務店 5

工 般 Ｈ20市道（潮）2級22号線道路改良工事 潮来市辻地内　 16,300,000 15,480,000 上羽建設（株） 4

工 指 牛堀公民館外部補修工事 潮来市牛堀地内 6,400,000 6,050,000 松崎建設(株) 11

工 指 牛堀中学校バックネット改修工事 潮来市牛堀中学校内 5,400,000 5,250,000 （株）生井澤工務店 8

委 指 Ｈ20市道（潮）1384号線・1387号線実施設計業務委託 潮来市延方地内 7,200,000 7,000,000 兼原測量設計（株） 4

委 指 Ｈ20市道（潮）1384号線・1387号線用地測量業務委託 潮来市延方地内 4,400,000 4,200,000 鹿行測量設計（株） 8

工 指 Ｈ20市道（牛）2級2号線道路改良工事 潮来市島須地内 4,700,000 4,560,000 東城建設（株） 6

工 指 Ｈ20市道(潮）1166号線小排水路整備工事 潮来市曲松南地内 1,400,000 1,340,000 澤田建設（株） 6

工 般 20単独流潮公下第1号管路施設工事 潮来市日の出8丁目地内 6,500,000 6,250,000 （株）田崎工業 12

工 般 Ｈ20国補前川運動公園野球場整備工事 潮来市前川地内 80,200,000 76,200,000 松崎建設（株） 6

工 般 Ｈ20市道(潮）1162号線小排水路整備工事 潮来市曲松南地内 6,100,000 4,850,000 澤田建設（株） 6

工 般 国20-2号配水管更新工事 潮来市潮来地内 21,800,000 21,170,000 （株）松崎土木 6

工 般 国20-3号配水管更新工事 潮来市潮来地内 20,400,000 19,900,000 水郷建設（株） 6

工 般 国20-4号配水管更新工事 潮来市潮来地内 16,800,000 16,300,000 （株）菱木土建 5

工 般 国20-8号配水管更新工事 潮来市潮来地内 11,300,000 11,000,000 （有）篠塚工建 5

工 指 Ｈ20前川周辺景観整備事業街灯設置工事（上流側） 潮来市潮来地内 3,200,000 3,050,000 佐々木電設（有） 7

工 指 Ｈ21前川周辺景観整備事業街灯設置工事（下流側） 潮来市潮来地内 3,200,000 3,030,000 （株）ササモト 7

工 指 Ｈ20市道（牛）１級１号線舗装工事 潮来市清水地内 4,300,000 4,100,000 浅野工務店 8

工 指 Ｈ20市道（潮）634号線舗装工事 潮来市大生地内 4,700,000 4,550,000 （有）三ツ矢工業 8

委 指 日の出地区雨水排水検討業務委託 潮来市日の出地内 3,600,000 3,200,000 中日本建設コンサルタント（株） 10

工 般 20市道（潮）1級10号舗装工事 潮来市潮来地内 6,100,000 4,980,000 成毛建設（有） 10

工 般 Ｈ20市道(潮）2級24号線道路改良工事 潮来市潮来地内 4,900,000 4,100,000 澤田建設（株） 9

工 般 Ｈ20市道（牛）2279号線道路改良工事 潮来市永山地内 8,200,000 7,900,000 （有）山本工務店 6

工 指 Ｈ20国補前川運動公園野球場施設整備工事 潮来市前川地内 34,500,000 32,700,000 松崎建設（株） 9

平成20年度　入札結果（下半期）
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　多重債務の解決は、本人の解決しようとする意思と早期の相談窓口への来所で、生活を立て直すのも可能になり

ます。

　※既に、複数の消費者金融から借り入れを利用し、返済も７年以上返している。

　※限度額は、20万円だったが、50万円、100万円と、増額されついつい限度額いっぱいになっている。

　※給料が減り、生活費の不足分を恒常的に借りてしまい、毎月の返済分も借金をしないと返せない。

　このような状態になってしまいますと、自分だけでは絶対に解決することは困難です。更に、消費者金融は、総

量規制で年収の３分の１を超える貸付に応じなくなると、違法なヤミ金業者を利用する人も出てきてしまいます。

こうなると、仕事をしてもゆとりのある生活には、戻れなくなってしまいます。

　50万円を借りた場合、利息の違いは？

　　毎月２万円返済 ア 金利29.2%の場合の毎月の利息は　\12,166　元金返済分　　 \7,834

　　　　　　　　   イ 金利18.0%の場合の毎月の利息は　 \7,500　元金返済分は　\12,500

　　　ア は、返済までにおよそ５年４ヶ月かかり　総額約 128万円　返済　(典型的な返済例)

　　　イ は、返済までにおよそ３年４ヶ月かかり　総額約　80万円　返済　(典型的な返済例)

　自分の債務の状況を早期に見直し、安易に借り入れをせず、利用した場合は

計画的に確実な返済をすることが大事です。

潮来市消費生活センター 

相談場所　潮来市辻７６５番地 

　　　　　潮来市消費生活センター

相談受付　月曜日・火曜日・木曜日・金曜日

　　　　　（祝日、年末年始はお休みです）

相談時間　　９：３０～１２：００

　　　　　１３：００～１６：００ 

　潮来市の文化財保護審議会では、去る３月３日有形の文化財の登録制度により、文化財について審議し選定しま

した。概要は次のとおりです。

　これは平成８年、文化財保護法の改正により、新しく登録制度が導入されることになり、指定制度を補完するも

のとして発足しました。特色を一口で言うと、文化財を活用しながら保存しようというものです。当初は住宅や門

等の建造物で五十年を経過したものが対象でしたが、次の改正（平成16年）により、橋、水門、堤防、塀等幅広く

拡充されました。私たちのまわりには、残しておきたい物、再現ができない物がたくさんあります。ところが現状

は国土の開発や生活様式の変化により、惜しげもなく消滅されてしまいました。時の流れとは言うものの、残念で

もあります。そこで古き良き建造物を破壊せずに、残せる物は残すということは、伝統あるものとして価値を高め

ることにもなり、またその存在によって作り出す景観も尊いものです。建造物にはその特徴が示され、優れた技法

が用いられているものです。従ってたとえ私有のものであったとしても、個人だけのものではなく、多くの人々全

体の共有の文化遺産と考えても、過言ではないと、桜川市真壁の百余の登録文化財を見学した際、私は思いました。

　登録が手続きを経て決定すると、登録台帳に記載され、それを表示するプレートが交付されます。また修理の場

合は補助金が出たり、固定資産税が軽減される等優遇措置も受けることができます。

　潮来市文化財保護審議会　　会　長　　今 泉　元 成

　注：土蔵造　外面の木部を完全に塗籠める防火構造で耐火性が認められ、享保年間ごろ（1716～35）から

　　　建築が許され、米や商品の貯蔵に使用された。

　○名　　称　大門河岸土蔵（一棟）

　○所　　在　潮来市潮来３５６番地（二丁目）

　○構　　造　土蔵造瓦ぶき平屋建　２４.７９㎡

　○所 有 者　潮来市

　○建築年代　明治時代（初期）

多重債務でお困りの方へ

お知らせ潮来市の誇れる文化
初の登録文化財誕生へ　候補別件選定についての協議

【お問合せ】潮来市消費生活センター　TEL.６２-２１３８（直通）
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　潮来市・行方市では、春の交通安全運動に先駆け

て、４月４日（土）ショッピングプラザ「ラ・ラ・

ルー」店舗入口にて、交通安全街頭キャンペーンを

行いました。当日は、行方警察署員・交通安全協

会・交通安全母の会役員が総勢70名が集まり、ス

ポーツーカー・白バイ・電動車いすの乗車体験・買

い物客への交通安全グッズの配布をおこないました。

　自動車税は、毎月４月１日現在の所有者（登録名義人）に課税されます。お近くの金融機関、コンビニエンスス

トアまたは、県税事務所で納期限までに納税してください。

　また、領収書と継続検査用（車検用）の納税証明書は、車検のときに必要となりますので、大切に保管してください。

　交通事故は決して他人事ではありません。一人ひとりが交通マナーを見直し、交通ルールを守りましょう。

◎歩行者の方は

・道路を横断するときは、必ず止まって左右をよく確認し、無理な横断はやめましょう。

・夜間の外出では、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。

◎運転者の方は

・わき見運転やぼんやり運転による事故が増えています。気を緩めず運転しましょう。

・夕暮れ時の早めのライト点灯と、夜間におけるライトのこまめな切り替えをお願いします。

自動車税は納期限（６月１日）までに納めましょう！

【お問合せ】茨城県行方県税事務所　TEL.７２-０４８２

春の全国交通安全運動

　牛堀出張所閉庁後の庁舎に潮来市商工会事務所が移転となり、４月１日

（水）潮来市商工会館の開所式が行われました。

　現在、旧牛堀出張所庁舎の１階に入っている商工会事務所のロビー等には、

地元特産品の「物産展」と地元画家による作品が展示されております。

■開館時間　９：００～１７：００（土日・祝祭日は休館）

　　　　　　　ただし、水郷潮来あやめまつりが開催されている６月中は、土日でも開館しますので、是非この機

会にご来館ください。

　【お問合せ先】潮来市商工会　潮来市牛堀17番地　旧牛堀出張所内　TEL.８０-３８３１
　　　　　　　　ホームページ　http://www.sopia.or.jp/junikyo/

潮来市商工会事務所開所式

交通死亡事故が多発！ 交通安全を心がけましょう!! 

【お問合せ】潮来市　総務部総務課　交通防災グループ　TEL.63-1111　内線233・234

《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）

 ＨＰアドレス　http://www.e-shinotsuka.com/

〒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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イタコシティーレガッタ2009（31th） 参加者募集

☆市民ボート教室開催☆

《広　告》

緑とぬくもりに包まれた憩いの家

利用者募集中!!特別養護老人ホーム

いたこの郷
特別養護老人ホーム

いたこの郷 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、ひざの痛みや生活習慣病で
　医者から痩せるように言われている方。

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

特別養護老人ホーム

〒311-2402　潮来市大生字大生原804-556

TEL 0299-66-5533

デイサービス

短期入所生活介護

居宅介護支援事業所

練習希望クルーは午前９時～正午まで無料乗艇・指導
【日　　程】５月17日・24日　６月７日・14日・21日の日曜日

練習を希望する場合は下記までご連絡ください。
【連 絡 先】平　日：教育委員会　中央公民館　生涯学習グループ
　　　　　　　　　　０２９９－６６－０６６０（内線278・279）
　　　　　　上以外：潮来市ボート部事務局
　　　　　　　　　　０９０－１６６７－８９９３（高清水）
　　　　　　　　　　０９０－４５２４－１２５９（小　高）

【日　　時】６月28日（日）午前８時受付（小雨決行）

【会　　場】潮来市立ボートセンター「あめんぼ」

【参 加 料】１クルー：3,000円（中学生以下無料）

【参加資格】楽しく漕ぎたい方なら、だれでもＯＫ

【締 切 日】６月12日（金）午後５時まで
　※申込方法等、詳細は下記までお問い合わせください。

【お問合せ】潮来市教育委員会中央公民館

　　　　　　生涯学習グループ

　　　　　　TEL.66-0660

　来る5月31日（日）第23回潮来トライアスロン全国大会が、全国11都府県から大勢

の選手をあつめて、盛大に開催されます。

　大会当日、自転車コース及びその周辺で下記のような交通規制が実施さ

れます。コースとして使用する道路は8:00～11:30の間、選手が走っており、交通

規制標識・係員を配置しますが、車通行、沿道のみなさんには大変ご迷惑をおかけ

します。ご協力よろし

くお願いいたします。

　特に、自転車コース

内の駐車は選手の走行

に支障をきたしますの

で、ご遠慮ください。

TEL.63-2328
お問い合わせは　茨城県トライアスロン協会内
　　　　　　　　潮来トライアスロン全国大会事務局
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清

　茨城県では、地球温暖化を防止するため、各家庭でアイディアを出し合いながら省エネ（電気の削減量）を競い

合う「大好き いばらき エコチャレンジ２００９」に参加する家庭を募集しています。10世帯以上で参加するグルー

プコースと個人コースのどちらかを選んで参加いただけます。

　電気使用量の削減率が高い、あるいは創意工夫して省エネに取り組んだ参加者については、表彰し、賞品を贈呈します。

○応募資格

・県内に居住している方。どちらかのコースを選んでいた

だきます。

①グループコース…原則10世帯以上のグループ

（例えば、町内会、学校、職場、仲間などのグループ）

②個人コース…各世帯

○募集期間

　平成21年４月20日（月）から平成21年６月10日（水）まで

○取組内容

　平成21年７月から８月の２ヶ月間、家庭で節電など電気

使用量の削減に取り組んでいただき、結果（電気使用量）

を報告していただきます。

○応募方法

インターネット又は郵送、FAXから申し込みができます。

　○茨城県のホームページ『環境いばらき』

　　（http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/）
　○申込用紙は、ホームページからダウンロードするか、

環境課にあります。

大好き いばらき エコチャレンジ2009 参加募集

【提出先・お問合せ先】

 〒310-0011　水戸市三の丸1-5-38　 茨城県三の丸庁舎２階

　　　　　　 大好き いばらき 県民会議事務局

　　　　　　 TEL:029(224)8120　FAX:029(233)0030

　茨城県環境政策課地球温暖化対策室　TEL:029(301)2939

　５月21日の制度開始以降、裁判員裁判の対象となる事件

が起訴され、裁判の日程が決まった段階で、水戸地方裁判

所は、昨年の秋に作成した裁判員候補者名簿（茨城におい

ては７，６００人）の中から、その事件の裁判員候補者をく

じで選びます。

　くじで選ばれた裁判員候補者の方々には、裁判員を選ぶ手続（選任手続）の日に裁判所にお越しいただくためのお知らせ

を、選任手続の日の６週間前までにお送りします。

　裁判員候補者の方々にはあわせて、質問票をお送りします。

　質問票では、裁判が行われる日程を前提に、裁判員となることを辞退する申し出の有無及びその事情などをお尋ねしま

す。質問票に記載された内容から、辞退事由に当たることが明らかになれば、裁判所は、事前に辞退を認め、選任手続のた

めにわざわざ裁判所までお越しいただかなくてもよいようにします。

　事前に辞退が認められた裁判員候補者以外の方は選任手続の日に裁判所にお越しいただき、その方々の中から最終的にく

じで６人の裁判員が選ばれます。

　裁判員制度の詳細や説明会・イベントについては、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。

スタート！！

　市民のみなさまにおかれましては、清掃大

作戦に対し、ご理解ご協力をいただき、心よ

り厚くお礼申し上げます。また、それぞれの

地域での清掃活動におかれましても、積極的

な参加協力をいただき、大変ありがとうござ

います。

　今後ともご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。

【今年度の清掃大作戦の実施予定日】
　○５月17（日）・11月29日（日）・平成22年３月７日（日）

掃大作戦にご協力を！

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.63-1111（内線251～253）

年度

５月 11月 ３月

年間計燃やせる
ごみ

燃やせな
いごみ

燃やせる
ごみ

燃やせな
いごみ

燃やせる
ごみ

燃やせな
いごみ

20
8,015kg 3,545kg 7,025kg 6,190kg 5,635kg 6,015kg

36,425kg
11,560kg 13,215kg 11,650kg

19
8,025kg 5,375kg 8,825kg 5,125kg 4,835kg 6,340kg

38,525kg
13,400kg 13,950kg 11,175kg

対前

年比
86.27% 94.73% 104.25% 94.55%

【平成20年度の清掃大作戦の実施状況】

裁判員制度
５月21日

《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

お気軽にお電話ください

「広報いたこ」
「潮来市公式ホームページ」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 秘書政策課まで

　〒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

《広　告》
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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

６月の図書館カレンダー

今月の本棚（６月）

北原　白秋（月刊すばる100年関連詩人）

「からたちの花　赤い鳥名作童話」「北原白秋　短歌シリーズ」

「北原白秋　生い立ちの記」「思ひ出　抒情小曲集」

「北原白秋100選　名作童謡」

「赤い鳥小鳥　北原白秋童謡詩歌集　美しい日本の詩歌」など

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

６
６日(土) ドリモグだァ！！　Vol.１ アニメ 子ども向け

14日(日) 殯（もがり）の森 日本映画 うだしげき／尾野真千子／出演 青少年・大人向け

20日(土) オズの魔法使い アニメ 子ども・青少年向け

28日(日) いつか読書する日 日本映画 田中　裕子／岸部　一徳／出演 青少年・大人向け

６月４日（木）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

６月７日（日）２時～２時30分

雨のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

６月13日（土）２時～２時30分

歯のおはなし

いたこおはなし会

６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

６月27日（土）２時～２時30分

お父さんのおはなし

うしぼりおはなし会

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

お知らせ
　図書館施設利用の申し込み先の変更について

　　図書館施設利用における申し込み先（申請手続き先）が、平成21年４月１日から中央公民館に変わりまし

たのでお知らせいたします。（TEL：６６－０６６０）

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　「脱メタボ」

「内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）にならないこれだけ健康

法」「脱・メタボリックシンドロームのための健康支援」「細胞脂肪の驚くべ

き真実　メタボリックシンドロームの科学」「内臓脂肪を減らす食の本　メ

タボにさよなら」「かんたん！血液サラサラメニュー　動脈硬化や高脂血症

を予防・改善」など

広報いたこ 2009
５月号 Vol.98

１日司書体験

　司書の仕事を体験してみましょう。（カウンター業務、選書、本の返本、装

備など。）小学生以上ならどなたでも結構です。１日４人まで。午前中２時

間、午後２時間のいずれかです。申し込みは、図書館カウンター、電話、FAX

にて。（メール不可）

（期日）５月16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）

リサイクルフェア

　寄贈された本で書架に出せない本を提供します。一人20冊まで。児童書は数

が少ないため、一家庭５冊までとします。

（期間）５月16日（土）～24日（日）

名作にひたってみませんか
　～大人のための朗読会～　いたこおはなし会（おはなしの部屋）
　午後のひととき、名作にひたってみませんか。中学生・高校生も歓迎です。

（期日）５月24日（日）午後１時30分～３時30分

　藤沢周平「夜の雪」三浦哲郎「トリ姿さんの卵」宮沢賢治「やまなし」ほか

　潮来市立図書館は、平成21年５月27日（水）で、開館３周年を迎えます。いろいろな行事を行ないますので、

どうぞ、図書館へおいでください。

5月は図書館振興の月“図書館に集まろう月間”です。
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20

27
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28

1
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22
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3
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2

9

16

23
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4

11

18

25

5

12

19

26

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

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（H21.2月28日以前生まれ）

（潮来・牛堀地区）

市民ボート教室

＋当番医

仲沢医院563-2003

市民ボート教室

＋当番医

延方クリニック
566-1873

マタニティ・セミナー（か）
子育て広場（中）
ＭＲ（麻しん・風しん）

（潮来一中）

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.10月生）

婦人科健診
子育て広場（中）
ＭＲ（麻しん・風しん）

（潮来二中）

子育て広場（中）

婦人科健診
子育て広場（中）

婦人科健診
子育て広場（図）

婦人科健診

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H18.3月生）

マタニティ・セミナー（か）

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（中）
何でも育児相談（中）
ポリオ（か）

（H21.2月28日以前生まれ）
（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
ＭＲ（麻しん・風しん）

（牛堀中）

ＭＲ（麻しん・風しん）

（日の出中）

June

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

１歳児育児相談（か）
（H20.6月生）

子育て広場（中）
お元気会（い）

広報いたこ 2009
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婦人科健診
子育て広場（中）

婦人科健診
子育て広場（中）

婦人科健診
子育て広場（中）

婦人科健診
子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.1月生）

婦人科健診

婦人科健診
ストレッチ体操（い）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H19.11月生）

イタコシティー
レガッタ2009
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

市民ボート教室

＋当番医

大久保診療所
562-2506

の
カレンダー

第58回 水郷潮来あやめまつり大会（５/23～６/28）

　日本を初めてＷ杯に導いた元日本代表選手からサッカーの練習法や体験談、サッカーの戦術などを聴こう！！

【期　　日】　６月６日（土）午後２時30分開場　午後３時講演開始

【場　　所】　潮来公民館

【講　　師】　相馬　直樹　氏（元鹿島アントラーズ）

【備　　考】　入場無料　　お子さんから社会人までサッカーを好きな方、興味のある方どうぞお越しください。

　　　　　　　駐車場は、潮来公民館駐車場及び、市営駐車場をお使いください。

【主　　催】　なめがた地域総合病院・水戸協同病院（茨城県広域医科学スポーツセンター）　

【協　　力】　潮来市体育協会・潮来市体育指導委員連絡協議会・

　　　　　　　潮来市スポーツ少年団

　　　　　　　【お問合せ】潮来市体育協会事務局　TEL.６６-０６６０
　　　　　　　　　　　　　なめがた地域総合病院　TEL.０２９９-５６-０６００

相馬　直樹氏　プロフィール
1971年７月19日生まれ　静岡県静岡市清水区出身

選手歴

1987～1989年　静岡県立清水東高等学校サッカー部に所属

1990～1993年　早稲田大学にてサッカー部所属

1994～2001年　鹿島アントラーズ所属

2002年 　　東京ヴェルディ1969所属

2003年 　　鹿島アントラーズ所属

2004～2005年　川崎フロンターレ所属

現　在　　　　解説者として活躍中

スポーツ講演会（講師　相馬直樹氏）のお知らせ

潮来節おどりの
響演大会

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H20.10月生）

花村菊江ショー
水郷の燈（すいごう
のあかり）

駅からハイキング
万燈会
スポーツ講演会
（潮来公民館）
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あやめ

よしきり

FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

http://www.city. itako.ibaraki. jp/

http://www.city. itako.ibaraki. jp/mobile/

info@city.itako.lg. jp

　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,667世帯 （＋11）15,576人15,233人 （－28）（－35）30,809人（－63）

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　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　茨城県潮来市辻626
　　　　　　〒311-2493　℡0299-63-1111

　４月15日（水）日の出第２近隣公園（ひょうたん

池）の周囲８カ所に計400本の、あじさいが植えら

れました。これは、潮来ロータリークラブが公園緑

化支援事業として、地元の日の出小学校５年生104

名と前川水質調査研究会の会員と一緒に行ったもの

で、磯山正男会長は、「市民の憩いの場である公園

が、すべての人が楽しく遊戯できる公園になるよう

に願うとともに、花木を植えることが、地域の雨水

調整池の水の浄化にもつながるのではないか」と笑

顔で話されました。

　子どもたちが腐葉土の使い方や肥料のやり方、作

業手順などを確認しながら、一生懸命取り組む姿が

印象的でした。

　松崎昌樹社会奉仕委員長は「今日の日を一生忘れ

ない。このあじさいは、みなさんとともに大きくな

る。大切に育てましょう」と話されました。

きく育てよう　色とりどりのあじさい
～あじさいの植樹が行われました～大大きく育てよう　色とりどりのあじさい




