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　水郷有料道路の無料化は、潮来市民の長年の悲願でありました。無料化されること

により、新たな企業の立地促進や鹿島開発に併せ、宅地開発をした日の出地区等への

定住人口の増加及び地域の活性化などが期待できるものです。

６月８日：早期無料化を訴える400人が行進（徳島地内）

５月22日：早期無料化啓発活動（有料道路料金所付近）
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【参加団体】
潮来市議会、潮来市農業委員会、潮来市区

長会、平成19・20年度潮来市区長会、徳島

区、潮来市消防団、道の駅いたこ、なめが

た農業協同組合、潮来市商工会、水郷潮来

観光協会、潮来旅館組合、潮来ライオンズ

クラブ、潮来ロータリークラブ、潮来青年

会議所、茨城南部工業協同組合、潮来工業

団地連絡協議会、潮来市建設業組合、潮来

市不動産取引促進協議会、潮来市指定管工

事組合、潮来金融団、潮来市 PTA連絡協議

会、潮来市文化協会、潮来市体育協会、津

知地域女性団体、日の出地域女性団体、延

方地域女性団体、大生原地域女性団体、牛

堀地域女性団体、八代地域女性団体、

ITAKOクオリティ・ウィメンズネット、潮

来市身体障害者福祉協議会、茨城県トラッ

ク協会鹿行支部、鹿行ハイヤー・タクシー

協議会潮来支部、行方地区交通安全協会潮

来支部、潮来市交通安全母の会連合会、安

全運転管理者協議会潮来支部、茨城県石油

業協同組合潮来支部、潮来ガス組合、茨城

鹿行砂利採取協同組合、鹿島生コンクリー

ト協同組合、水郷潮来バスターミナル構内

組合、延方生活学校、連合茨城鹿行地協、

潮来市（順不同）
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※公差とは、黒字路線の収差益の一部で、不採算路線の損失を補填する制度。

６月８日：早期無料化決起集会（徳島小学校体育館）

６月17日：水郷有料道路早期無料化促進市民会議（市役所）
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＜鶏肉のレモン蒸し＞

エネルギー169kcal　タンパク質21.1g　脂肪5.7g　塩分1.3g 

１　鶏肉は、６～７ｍｍ厚さのそぎ切りにし、薄く片栗粉をまぶしておく。

２　生しいたけは石づきをとり、鶏肉と同じ厚さのそぎ切りにする。

３　生ハムは、大きさを揃えて切っておく。

４　長ねぎは縦二つに切り、斜めに薄く切っておく。しょうがは薄切りにする。

５　器に長ねぎとしょうがを敷き、その上に鶏肉・しいたけ・生ハムを少しずらしな

がら交互に重ねてのせ、上にレモンの輪切りを並べる。

６　レモン汁・酒・塩・こしょうを合わせて、５にまわしかけ、ラップをふんわりか

けて、電子レンジ強に約６分かけ、２～３分蒸らして火を通す。（蒸し器可）

鶏胸肉（皮なし）　　300ｇ

生ハム（ハムでも可）100ｇ

生しいたけ　　　　 　４個

長ねぎ　　　　　　 　15㎝

しょうが　　　１／２片

片栗粉　　　　　　適宜

レモンの輪切り　　適宜

レモン汁　　　大さじ３

酒　　　　　　大さじ１

塩　　　　小さじ１／３

こしょう　　　　　少々

材料　４人分

作り方

｛

バランスのとれた健康的な

食事メニューレシピの紹介（第２回）

　本市では、「健康」を今年度の重要なテーマとして福祉・保健・医療など、さまざまな側面から「健康づく

り」に取り組んでいます。

　私たちが、それぞれのライフステージに応じて安心して健やかに暮らすためには、日常生活において、一人

ひとりが自らの健康に関心を持ち、健康維持や病気などの発病予防に努めることが大切です。

～テーマ～ ストップ・ザ・メタボ
できることから始めよう
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日　程 受付時間 相談場所

８月18日（火）
午後１：15～１：30 かすみ保健福祉センター

８月19日（水）

８月21日（金）
午前９：15～９：30

潮来公民館

８月23日（日） 潮来保健センター

８月24日（月） 午後１：15～１：30 かすみ保健福祉センター

８月25日（火） 午前９：15～９：30 大生原公民館

８月27日（木） 午後１：15～１：30 延方公民館

９月１日（火）
午前９：15～９：30

中央公民館
午後１：15～１：30

９月２日（水）
午前９：15～９：30

中央公民館
午後１：15～１：30

９月７日（月）

午前９：15～９：30 かすみ保健福祉センター９月８日（火）

９月９日（水）

健診結果説明会日程

＊成人向けの健康相談も随時受付していますので、健康に関すること、

　体のこと、日常生活上で気になること、何でもご相談ください。

講演会には200名を超える方々が参加

なめがた地域総合病院腎臓内科

植田敦志先生

 一緒に楽しみましょう

 「ふれあい・いきいき健康サロン」。

　健康づくりの拠点である、潮来市かすみ保健福祉センターで

は、いつでも気軽にお友達と集える場所として、「ふれあい・

いきいき・健康サロン」を開設し、各種講座を開催します。参

加者の方には、ＦＩＫＳカード（Ｆふれあい・Ｉいきいき・Ｋ

健康・Ｓサロン）の発行や、「健康レセプト」を作成し、健康

チェックを行い、世代や個人の状態にあわせた健康の維持・促

進に努めます。皆さん、ふるってご参加ください。

　広報紙をとおして、参加者の声なども紹介していきますので

お楽しみに！

○日　　時　９月３日（木）午前10時20分～11時50分

○内　　容　講　　話「健康について」

　　　　　　講　　師　保健師

　　　　　　健康講座「健康は笑いから」

　　　　　　講　　師　茨城大学落語研究会の皆さん

○場　　所　かすみ保健福祉センター　多目的ホール

○募集期間　８月３日から随時受け付けます。

　下記まで電話でお申し込みください。

　このように、かすみ保健福祉センターでは、身近な健康に対

する事業を積極的に実施していきます。自分自身や、ご家族の

健康について一緒に考えていきましょう。

お問合せ先

潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０
（主催：潮来保健所管内保健師業務研究会
　共催：かすみ保健福祉センター）

説明会実施時間

午前の部 ９：30～11：00

午後の部 １：30～３：00
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　地域・所属する団体・グループなどが集まる場所へ、市役所環境課職員が出

向き「ごみの分別のしかた」について分かりやすくお話させていただきます。

目　的
・複雑な分別などを説明し、分別への協力と理解を深めていただき、きれいな

街づくりを目指します。

対　象
　地域住民で構成される10人以上のグループなどを対象としています。

潮来クリーンセンター正門前に不法投棄物が！
－潮来クリーンセンターはごみ捨て場ではありません。－

【発見日】

　６月22日（月）午前８時45分頃

【場　所】

　潮来クリーンセンター正門前

【不法投棄物】

　パーソナルコンピュータ　　１台

　オープンリールデッキ　　　１台

←さびしそうに捨てられているパソコン
　とオープンリールデッキです。

　ごみの分け方・出し方についてのお問合せは下記

へお願いします。

環　境　課

TEL.６３－１１１１（午前８時30分～午後５時30分）

環境課施設管理センター

TEL.６４－５０５０（午前８時30分～午後５時30分）

潮来クリーンセンター

TEL.６４－５３１１（午前９時～午後５時15分）

お声をかけてください!!

うかがいます 出張

 に入っていた『農薬』により、

 避難する事態が発生！

 正門前に不法投棄物が！

協力と理解を

ごみの分別教室

【お問合せ・申込み】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１

　パソコンは「ＰＣリサイクル法」に基づいて処理してください。
　生活系(家庭系)ごみの不法投棄も犯罪です！
　ルールを守って処理をしましょう。
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　集積所から集めた緑色のゴミ袋の中に、茶色のびんに

入った『農薬』と思われる薬品が見つかりました！

【発生日】６月20日（土）午後３時頃

【場　所】潮来クリーンセンター内のリサイクルセンター

【状　況】農薬と思われる液体が資源物に混入して手選別

室内へ搬入

【被　害】すぐに換気をし避難を行ったことから被害無し

　潮来クリーンセンター内のリサイクルセンターでは、市

内から集められてきた、缶、びん、PETボトルを手選別作

業により選別しています。

　このため、『農薬』及び『化学薬品』等の毒物や劇薬が

違反物として混入されていると、人への災害が発生する恐

れがあります。

　幸いにも今回は人的被害が発生しませんでしたが、この

ような薬品類の他にも選別作業をしている人への感染が懸

念される『注射針』や施設の爆発事故を誘発する『ガスが

入ったままのカセットボンベ』等、危険性の高い違反物の

混入がみられます。

　潮来クリーンセンターへは、毎年、市内の小学校児童を始めとする多くの人たちが、施設見学に訪れ

ており、第三者へ被害が拡大する恐れもありますので、ごみや資源を出す際は、十分注意を払い、潮来

市の「家庭ごみ・資源の分け方・出し方」に沿って出してください。「知らなかった」や「ちょっとぐら

い大丈夫」と思わず、一人ひとりが心がけましょう。

マナーやルール守っていますか？

　施設見学によってリサイクルの大切さを

学んだ子供達からは、文集や新聞等が数多

く寄せられています。

６／２０ 緑色のゴミ袋（資源物の袋）　

　　　　 リサイクルセンターから　

６／２２ には潮来クリーンセンター　

ごみの分別への　
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リサイクル推進団体奨励金
について

　最近、市役所に「近所で野焼きをしている」「煙や臭いがすごい」との連絡が入ります。ごみを燃やすことは法律で

禁止されており、違反者は５年以下の懲役若しくは1，000万円以下の罰金、又はこの併科となっています。例外として、

農業や漁業を営むためやむを得ないもの、たき火などの軽微なもの（落ち葉など）は野焼きになりませんが、ごみを燃

やすことは禁止となっています。野焼きしている現場を見つけたら、行方警察署、潮来市環境課のいずれかまでご連絡

ください。

野焼きについて　～野焼きは法律により禁止されています～

「資源物」とは

（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

【お問合せ】行方警察署　TEL.0299-72-0110　　　潮来市環境課　TEL.63-1111

あき地に繁茂した雑草除去のお願い
～火災や犯罪の発生、事故を未然に防ぎましょう～

「奨励金の額」は

　団体基本額（3，000円）＋従量額（１㎏につき５円）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。

～本市では、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～

「申請」するには

　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い合わせください。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

　あき地となっている土地に雑草が繁茂している場所が市内にたくさんあります。雑草をそのまま放置しておくと、火

災や犯罪の発生、交差点の近くなどは、交通事故を引き起こす原因にもなります。あき地周辺にお住まいの方に迷惑が

かからないよう、土地所有者自身の責任において雑草の除去を実施していただくようお願いします。

あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例（抜粋）

第２条　（定義）

　この条例で「あき地」とは、宅地化された状態の土地であり、かつ、建物等の所在地周辺で現に人が使用していない

土地をいう。

　この条例で「危険状態」とは、雑草が繁茂し、又は枯草が密集し、かつ、それらがそのままで放置されているために

火災又は犯罪の発生の原因となるような状態をいう。

第３条　（所有者等の責務）

　あき地の所有者又は管理者は、当該あき地が危険状態にならないように努めなければならない。

「支給対象団体」は

　子ども会、地域女性団体、高齢者クラブ等地域住民で組織

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。

《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

忘

《広　告》

ＴＥＬ 0479-21-7040
ＵＲＬ http://yanohase.com/
所在地 神栖市矢田部2883番地

移動火葬車による出張火葬

れな草

※近隣市町村(潮来市含む）値引き対応中

　365日　24時間対応いたします。

ペットセレモニー
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1．霊園の概要
　　　１　名称　ほりのうち霊園

　　　２　場所　潮来市堀之内１２２１番地３

3．申し込み資格
　　　潮来市に住所登録されている方でかつ墓地を所有していない方

4．申し込み方法
　　　１　申し込み窓口：潮来市役所　環境課

　　　２　申し込み期間：平成21年８月17日（月）～８月28日（金）

　　　　　　　　　　　　午前９時～午後５時まで（※土、日曜日を除く）

　　　３　必要書類等

　　　　　①墓地使用許可申請書（必要事項を記入して、押印してください。）

　　　　　②住民票抄本、または外国人登録済証明書

　　　　　※①の申請書は環境課窓口にございます。

5．抽選日時及び会場
　　　申し込み期間終了後、ご連絡させていただきます。

6．その他
　　　１　申し込みは１世帯につき１区画のみです。二重申し込み及び虚偽等の不正申

し込みがあった場合は、無効とさせていただきます。

　　　２　募集区画場所は、現地で確認できます。（募集中の表示があります）

　　　３　その他詳細は環境課までお問い合わせください。

【お問合せ】潮来市環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５３

種　　別 区画面積 仕　　様 間口　１．５m

奥行　２．０m規格墓地第２種 ３㎡ 更　　地

種　　別 募集区画数 永代使用料（円） 管理料（円／年）

規格墓地第２種 ５ １８０，０００円 ３，０００円

2．募集予定区画数、使用料及び管理料

　※永代使用料は初年度に納めていただきます。

　※管理料は各年度毎に納めていただきます。

212121

*ホテル始まりました【要予約】

TEL.０２９９－９４－５５１５

住所　潮来市日の出８－14－５

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

《広　告》《広　告》

火 水 木 　金

18：30～19：15 小学校高学年 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３年 中学１年

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）

TEL 0299-66-6753　携帯 090-5204-4065
潮来市小泉（潮来高校近くで古高方面への道路沿い）

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，オリジナル問題等

１か月　5,000円

（入会費なし）

大川 英語教室

英語を教えることが大好きです！

・教　材 ・指導料

曜日
時間 対象

火　曜
コース（　 　）
火　曜
コース（　 　） （　 　）金　曜

コース

（　 　）金　曜
コース
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　６月14日（日）

に、芝宿区の神輿

の竣工記念式典が

盛大に行われ、新

たな神輿がお披露

目されました。

　今後は、新たな

神輿を中心に、こ

れまで以上に夏祭

りを盛り上げるこ

とで、一層区内の

親睦を深め、更なる地域の活性化のために積極的に活用

されます。

※宝くじの助成は、宝くじの普及広報を目的として、住民の

自主的なコミュニティ活動の推進のために必要な施設や備

品を整備するためのものです。

宝くじの助成金で
　　神輿を整備しました

　７月５日（日）、牛堀小学校グラウンドで、各地区予

選を勝ち上がった11の子供会による「潮来市子供会対抗

ドッジボール大

会」が開催されま

した。

　子供達は、楽し

みながらも勝利を

目指して懸命に競

技しました。大会

の結果は次のとお

りです。

平成21年度潮来市
　子供会対抗ドッジボール大会

　６月19日（金）、中央公民館３階研修室にて、「平成21

年度潮来市防犯連絡会総会」が開催され、役員88名が出

席しました。「最近の犯罪情勢」について行方警察署海

老沢生活安全課長

より講話を頂き、

今後、各地区で行

われる祭礼のパト

ロール等について

の話し合いが行わ

れました。

平成21年度潮来市防犯連絡会
　　総会を行いました

宝くじの助成を受けて

新造された神輿
優勝した洲崎子供会チーム

　７月５日（日）、潮来市消防団夏季訓練・水防演習が

実施されました。

　当日は約600名の消防団員が参加。夏季訓練では、規

律訓練や迅速な消火活動を行うための中継放水訓練、機

械操作訓練が行われました。また、水防訓練では、堤防

の決壊や溢
いっ

水
すい

の水害に備えて、土のうや竹材を作り、積

み土のう、表

シート張りな

どの様々な水

防工法につい

て、訓練を行

いました。

消防団夏季訓練・水防演習

洲崎子供会チーム優勝
優　勝：洲崎子供会

準優勝：水原子供会

第三位：徳島子供会

　　　　芝宿子供会

19   17 21   16 19   17 21   14

12   1720    6
13     18

19   16 12   19 13   19

《広　告》

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

自分の健康は自分で守る時代です

耳つぼダイエットサロン

50120-332
み み つ ぼ

-514
ここいいよ

予約受付中

◎施術料
　2,000円

《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
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
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City News Flash

　“社会を明るくする運動”はすべての国民が、犯罪や

非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深

め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地

域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で59回目を

迎えます。「更生保護の日」である７月１日からの１か月

間を取り組み期間として、麻生地区保護司会潮来支部と

潮来市更生保

護女性会の皆

さんにより、

街 頭 キ ャ ン

ペーン、のぼ

り旗設置、作

文コンテスト

等啓発活動が

行われました。

社会を明るくする運動
　 街頭キャンペーンが行われました

　７月28日（火）、長野県在住の遠山和雄さんご夫妻が

市長室を訪れました。

　遠山さんは、「以前、叔母が潮来市内の高齢者福祉施設

に入所していた際、大変お世話になり、その時の市の適

切で丁寧な対応について感謝の意を表したい」との想い

から、「ふるさと納税寄付」50万円、潮来市社会福祉協

議会「善意銀

行」へ50万円

を寄付されま

した。有効に

使わせていた

だきます。あ

りがとうござ

いました。

多額の寄付をいただきました

　７月16日（木）、茨城県庁において、平成21年度農業三

士（農業経営士・女性農業士・青年農業士）の認定式が

行われ、谷田哲也さんが茨城県青年農業士に認定されま

した。また、退任する小峰かよ子さんに茨城県知事より

感謝状が贈呈されました。

　小峰さんには、女性農業士として長期にわたり、担い

手育成と地域農業の振

興をすすめる地域リー

ダーとしてご活躍をい

ただきました。厚く御

礼申し上げます。

　現在、潮来市では、

農業経営士男性４名

と、女性農業士２名、

青年農業士３名が活動

されています。

活躍する農業士

　マイバッグ持参とレジ袋削減を進める潮来市民ネット

ワーク、大黒天 遠峰酒造㈱及び潮来市の３者が「潮来

市におけるレジ袋の削減の取り組みに関する協定」に合

意し、７月29日（水）に潮来市役所で協定の締結式が行

われました。

　協定締結により、大黒天では、８月１日（土）からレ

ジ袋の無料配布を中止しています。
※レジ袋の代金については、店舗にお問い合わせください。

新たに大黒天 遠峰酒造㈱が
『潮来市レジ袋削減に関する協定』を締結しました

左より谷田さん、 田市長、小峰さん

《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　告》

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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【お問合せ】潮来市収税課　TEL.６３－１１１１　内線１２７～１３０

　市の財政は、国からの地方交付税削減等によりとても厳しい状況が

続いており、市民の皆さん一人ひとりの納める税金が、行政サービス

を維持していくための貴重な財源となっています。

　市税などは、決められた納期限内に納めるべきものであり、納税者

の９割以上の方が期限内に納付しています。

　各税目とも第１期の納期前に納税通知書として、各期ごとの納期

限・納付額をお知らせしていますのでご確認ください。

税　目 徴収率

市 　 民 　 税 97.6%

固 定 資 産 税 97.7%

国民健康保険税 91.5%

平成20年度（現年）の徴収状況

納付期限 軽自動車税 固定資産税 市県民税 国民健康保険税

６月１日 第１期 第１期

６月30日 第１期

７月31日 第２期 第１期

８月31日 第２期 第２期

９月30日 第３期 第３期

11月２日 第３期 第４期

11月30日 第４期 第５期

12月25日 第４期 第６期

２月１日 第７期

３月１日 第８期

平成21年度　潮来市　市税等納期限一覧

　市税等には納付期限があります。それを過ぎたものが滞納となり、

滞納者に対しては、督促状や催告書を送付するなどし、期限が過ぎて

からでも納付してもらうよう努めています。

　それでも納付してもらえない場合は、滞納処分を行うことになりま

す。滞納処分とは、その人の財産（不動産・預貯金など）を差し押さ

え、市税等の滞納金に充てることです。

○滞納をすると大変なことに…。 種　類 件数

不動産 142

預貯金 206

その他債権 81

自動車（登録） 19

その他 2

計 450

平成20年度に行った差押

　ケガや病気・失業・業務不振など、やむをえない理由で納期内の納税にお困りのときは、お早めに収税課までご

相談ください。市では、法律に基づいた納税の猶予などのご相談に応じています。

　なお、仕事などの理由で開庁時間内に窓口で相談できない方も、まずは収税課までご連絡ください。

○納期内の納税に困ったときは早めに納税相談を！

納付しましょう

市税等は納期限までに
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□公売日時　10月20日（火）

　　　　　　午後０時50分から受付、入札の説明を午後１時から行います。

□場　　所　茨城県行方合同庁舎２階　 大会議室　（行方市麻生1700番地６）

　　　　　　（潮来市以外にも行方市、鉾田市、鹿嶋市、神栖市、行方県税事務所が参加する合同公売です。）

※注意事項

○公売参加には、公売日に潮来市農業委員会の発行する「買受適格証明書」の提出が必要となります。

　【お問い合せ】潮来市農業委員会　TEL.63-1111　内線271・273

○公売には、原則として定められた公売保証金を納付すれば、どなたでも参加することが出来ます。ただ

し、買受人の制限(国税徴収法第92条)、公売実施の適正化のための措置（国税徴収法第108条）等、買受人

となることができない方は参加できません。

○潮来市は買受人への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件引渡の義務は負いませ

ん。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退きなどは、全て買受人自身で行っていただきます。ま

た、隣地との境界は買受人と隣地所有者で協議してください。

○滞納税の完納などで公売が中止になる場合があります。

売却区分 財産の表示・見積価額・公売保証金

潮０９－１
潮来市潮来字十四番5265番　地目：田(現況：田)　面積：2622㎡

・見積価額1,530,000円（公売保証金160,000円）

潮０９－２
潮来市日の出二丁目８番４　地目：畑(現況：雑種地)　面積：274㎡

・見積価額2,140,000円（公売保証金220,000円）

潮０９－３

潮来市辻字中辻299番117　地目：畑(現況：宅地)　面積：31㎡

潮来市辻字中辻299番118　地目：畑(現況：宅地)　面積：80㎡

潮来市辻字中辻299番123　地目：宅地(現況：宅地)　面積15.93㎡

・見積価額440,000円（公売保証金50,000円）

　潮来市では、市税滞納者から差押えた不動産について、入札による公売を次のとおり実施します。参加を

希望される方は、潮来市役所にある「公売広報」または「潮来市ホームページ」をご確認ください。

　　　　　　【お問合せ】潮来市収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７・１３６

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

のお知らせ不動産公売

《広　告》

年 金 自 動 受 取 り は ゆ う ち ょ へ ！ うれしい特典が新登場！

ゆうちょ年金定期

平成21年度プレゼント「マイ箸」

ゆうちょ ときめき倶楽部［入会金・年会費無料］

ゆうちょ銀行の商品・サービスについては、

「ゆうちょ銀行Webサイト」をご覧ください。

http://www.jp-bank.japanpost.jp/
郵便局はゆうちょ銀行の商品・サービスを

取り扱う銀行代理業者です。

ゆうちょ銀行の商品内容等のご質問は次のフリーダイヤルでお受けしています。
ゆうちょコールセンター　0120-108420
＜受付時間＞ 平日８：30～21：00　土・日・休日９：00～17：00
　　　　　　 （12月31日～１月３日は、９：00～17：00）
※携帯電話、PHS等からもご利用いただけます。
※IP電話等一部ご利用いただけない場合があります。

詳しくはゆうちょ銀行又は郵便局の貯金窓口へ。

さらに、もれなく
ゆうちょ年金定期の
お預け入れで自動入会

→
＋

定期貯金の
金利優遇

お誕生日プレゼント 各種施設・
サービスの割引
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～花火大会の協賛受付中です～
　経済不況を吹きとばし、潮来に元気と活力をもたらす契機となる花火大会とする

ため、たくさんの花火で水郷の夏の夜空を飾りたいと思います。ご協力願います。

◎申込み方法
　潮来市役所、潮来市商工会、水郷潮来観光協会事務所にて受付しております。

受付締切　８月１４日(金)

（協賛金）

　個　人……………　３，０００円より　　商店等………　５，０００円より

　企業・団体等……１０，０００円より

※10,000円以上の協賛者には特別協賛席（２名様分）をご用意いたします。

※口座振替も受け付けております。

　　【お問合せ】水郷潮来花火大会実行委員会事務局
　　　　　　　　（潮来市観光商工課内）TEL.６３-１１１１　内線２４１～２４４

　水上から打ち上げられる花火が水辺を彩ります。

　皆さんぜひお楽しみください。

日　時　８月２２日（土）午後７時３０分打上

　　　　悪天候の場合は、翌日・翌々日に順延

会　場　水郷北斎公園前（北利根川特設会場）

主　催　水郷潮来花火大会実行委員会

共　催　潮来市、水郷潮来観光協会、潮来市商工会

32

◎ご協力のお願い
・事前の場所取りはご遠慮ください。

・ゴミは必ずお持ち帰りください。

・当日は交通渋滞が予想されます。迷惑駐

車・路上駐車は絶対にしないでください。

会場周辺マップ

交通規制
大会当日 午後６時～９時

×

拡大地図
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　現在アナログテレビをお使いの

方は、地上デジタル放送対応テレ

ビをお買い求めになれば、きれい

なハイビジョンや便利なデータ放

送などのデジタル機能をお楽しみ

いただけます。テレビによって、

機能、特徴等が異なりますので、

詳しくは店頭でご確認ください。

※UHFアンテナの設置が別途必要

な場合があります。

　現在お使いのアナログテレビ

を、アナログ放送終了後もそのま

まお使いになる場合は、デジタル

チューナーを買い足す必要があり

ます。なお、お使いのテレビや

チューナーの機種によっては、ハ

イビジョン放送や一部のデジタル

機能をお楽しみいただけない場合

があります。※UHFアンテナの設

置が別途必要な場合があります。

　ケーブルテレビ専用のセット

トップボックスを使用し、現在お

使いのアナログテレビで地上デジ

タルテレビ放送をご覧になれる場

合があります。ケーブルテレビに

よっては、地上デジタル対応テレ

ビやデジタルチューナーが必要な

場合もございますので、詳しくは

お近くのケーブルテレビ局にお問

い合わせください。 

地上デジタルテレビ放送を視聴するには？

テレビを買い替える デジタルチューナーを買い足す ケーブルテレビで視聴する

　自治会やサークル、老人クラブ、

マンション管理組合の皆さまの要望

に応じて説明会を実施いたします。

地デジのわからないことご説明いたします。

平　日：午前９時～午後９時

土日祝：午前９時～午後６時

「テレビのデジタル工事」

を装った詐欺にご注意くだ

さい！

　地デジコールセンターで受信相談を受け付けた後、関係団体のご協

力の上、支援を必要としている受信者の方々、共同受信施設へ直接伺

い、デジタル移行の意義や方法をわかりやすく、ご説明いたします。

0570-07-0101
ナビダイヤル

※IP電話などからは

　「03-4334-1111」にお電話ください。

総務省地デジコールセンター
悪質商法に
　　関する注意！

地デジに関するお問い合せはこちら

地デジを見るには

どうしたらいいの？
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匿　名 杖３本

善意の箱

（中央公民館） 13,461円

西部第一納税組合

（西丁） 10,971円

匿　名 2,000円

遠山和雄 500,000円

善意銀行
 （７月分・敬称略）

日　時 場　所

９月10日（木）
午前10時～午後３時30分 ホームジョイ本田潮来店

10月１日（木）
午前10時～午後３時30分 ショッピングプラザ ララルー

12月９日（水）
午前10時～正午
午後１時30分～３時30分

潮来市役所
ショッピングセンターアイモア

２月18日（木）
午前10時～午後３時30分 ショッピングプラザ ララルー

今後の日程
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　マル福は、医療機関等にかかった際の医療費を助成する制度で、健康保険等の一部負担金（高額療養費、食事等

は除く）が支給対象になります。支給を受けるには、あらかじめ登録が必要ですので「対象者の条件」に該当する

方は、申請をお願いします。

マル福の種類と支給内容 対象者の条件 所得による制限

妊産婦
外来　１回600円

（医療機関ごとに月２回計1，200円が限度）

入院　１日300円（月3，000円が限度）

薬代　自己負担なし。

母子手帳が交付され、対象疾病の診断をされた妊婦で、

妊産婦は妊産婦特有のものに限定して支給します。
あり

乳幼児
外来　１回600円

(医療機関ごとに月２回計1，200円が限度)

入院　１日300円（月3，000円が限度）

薬代　自己負担なし。

小学校入学前の乳幼児

なし

＊一部潮来市独自の制

度です。

ひとり親
外来　１回600円

（医療機関ごとに月２回計1，200円が限度）

入院　１日300円（月3，000円が限度）

薬代　自己負担なし。

１　母子（父子）家庭の18歳未満の児童とその母親（父親）

＊「18歳未満」とは、18歳到達後の３月末までの方を指します。

あり
２　母子（父子）家庭の20歳未満の障害児及び高校在学者

とその母親（父親）

＊「20歳未満」とは、20歳到達後の３月末までの方を指します。

３　父母のいない18歳未満の児童

重度心身障害者等
外来　自己負担なし。

入院　自己負担なし。

薬代　自己負担なし。

＊65歳以上の重度身体障害者については、

後期高齢者医療制度の加入している方の

みです。

１　身体障害者手帳の１級又は２級

あり

２　身体障害者手帳３級の内部障害

（心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全

ウイルス）

３　障害年金１級

４　療育手帳Ａ又はＡ

小学生（入院時） 小学校在学中の児童の入院費のみを対象
なし

＊潮来市独自の制度です。

医療福祉制度（マル福）の申請はお済ですか？

 

10

 

31

-
-

 

 
-

-

受験種目 ２等陸海空士(男子) ２等陸海空士(女子) 一般曹候補生 航空学生(海上・航空)

応募資格
採用予定月の１日現在

18歳以上27歳未満の男子

採用予定月の１日現在

18歳以上27歳未満の女子

平成22年４月１日現在

18歳以上27歳未満の者

平成22年４月１日現在

18歳以上21歳未満の者

受付期間
年間を通じて行ってい

ます

８月１日(土)～９月11日

(金)まで(締切日必着)

８月１日(土)～９月11日

(金)まで(締切日必着)

８月１日(土)～９月11日

(金)まで(締切日必着)

自衛官募集のお知らせ

※試験期日、内容等、詳細については、下記までお問い合わせください。

　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　（小美玉市百里170　航空自衛隊百里基地内）TEL.０２９９-５２-１３６６
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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

９月の図書館カレンダー

今月の本棚（９月）

太宰　治（生誕100年・作家）

「人間失格」「走れメロス」「思い出」「富嶽百景・満願」

※上記４点朗読CDあり

「斜陽」「津軽」「お伽草紙」「晩年」

「ザ・太宰治全小説全二冊（上下）」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

９
５日(土) どんぐりと森のおはなし アニメ 子ども向け

13日(日) 山びこ学校 日本映画 木村　功／岡田　英次／出演 青少年・大人向け

19日(土) かぐやひめ　他２話 アニメ 子ども・青少年向け

27日(日) 青い山脈 日本映画 吉永　小百合／浜田　光夫／出演 青少年・大人向け

9月3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

9月6日（日）午後2時～2時30分
運動会のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

9月12日（土）午後2時～2時30分
お年寄りのおはなし
いたこおはなし会

9月17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

9月26日（土）午後2時～2時30分
月のおはなし

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

広報いたこ 2009
８月号 Vol.101

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

　災害はいつ起こるかわかりません。災害時に役立つ本を紹介します。

　「日本の地震災害」「被災生活ハンドブック」「自然災害ハンドブック」「災

害情報とメディア」「緊急地震速報 対応災害時の○と×」「災害非常食マニュ

アル」など

9月

図書の寄贈　大歓迎！

　図書館では、図書の寄贈を受け付けております。皆様の温かいご支援・ご

協力をお願いします。（電話でも受け付けます。）

特別館内整理日（休館日）のお知らせ

９月28日（月）～10月７日（水）の10日間は特別館内整理日のため休館です。

９月22日（火）～９月27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

９月の児童テーマ棚　～夜空を見上げて～

　「つきのよるのものがたり」など、お月様や星に関したお話を揃えました。

～災害に備える～

日    時：９月19日（土）午後２時～４時　　

場　  所：潮来市立図書館（集会室・体育館）

参加対象：小学生40名程度（１・２年生は保護者同伴）

　作図されている紙飛行機を切り折りして飛行機を作り、よく飛ぶための調整の仕方やじょうずな飛ばし

方、飛行機が飛ぶための簡単な仕組み等を学習します。

　飛行機ができあがったら「トベトベコンテスト」で実験開始！

申込みは、図書館カウンター、または電話かFAXで。（メール不可）

第２回 切り折り飛行機「トベトベコンテスト」

参 加 費：１人200円（材料代込）

持ちもの：はさみ・30㎝定規・カッター・鉛筆・

　　　　　古新聞を持参
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.1月生）

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（Ｈ21.5月31日以前生）

（潮来・牛堀地区）

マタニティ・セミナー
（か）
子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H20.9月生）

子育て広場（中）

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）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H20.2月生）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

敬老の日

子育て広場（中）
ポリオ（か）

（Ｈ21.5月31日以前生）

（津知・延方・大生原地区）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H18.6月生）

敬老会（開花亭）

＋当番医

常南医院563-1101

September

のカレンダー月9

● 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）

広報いたこ 2009
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　諏訪神社の祭礼は、毎年７月の最終土曜日・日曜日に行われています。

　以前は春
はる

祈
き

祷
とう

と称して、旧正月７日に五穀豊穣や悪魔払いの祈祷を行い、お諏訪様（祭神は建御名方命
たてみなかたのみこと

）や毘
び

沙
しゃ

門
もん

様（毘沙門天）の神
み

輿
こし

を揉
も

みながら各地区を廻
まわ

り、新築した家や婿
むこ

入
い

りや嫁入りのあった家にお祝いに行き、

酒肴の接待を受けたりしていました。

　昭和から平成に変わって間もなくの頃、春祈祷の趣旨を生かしながら地域全体で取り組めるようにとの願いか

ら、区民祭という形での夏祭りが行われるようになりました。

　祭り当日は、諏訪神社の境内
けいだい

で神職により五穀豊穣と家内安全の祈祷が行われてから、山車
だ し

のにぎやかな祭
まつり

囃
ばや

子
し

のもと、引き手たちが歌や踊りを演じながら、各地域を引き回します。

　一方、神輿は祭りの期間、各地域の仮
かり

宮
みや

（１年交代）に安置されます。また、祭礼時、区の役員が２人１組で幣
へい

束
そく

廻
まわ

しと言って、ザルを持って各家庭を訪れ御
お

払
はら

いし、御
お

捻
ひね

りをい

ただいたりしています。

　祭りの最後は、夕方、諏訪神社の境内で食事や酒等がふるまわれ

た後、若者たちの手によって、２基の神輿を交代で担いでの大変勇

壮な火渡りが行われます。

　地元の人々、特に子どもたちは祭りを楽しみに待っております。

　潮来市文化財保護審議会委員　編集委員　明間　信夫

潮来市の誇れる文化 シリーズ
第36回

諏訪
す わ

神社の祭礼（横須賀地区）

子育て広場（中）子育て広場（中）子育て広場（中） 子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.4月生）

いきいき健康体操
（か）

国民の休日 秋分の日

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

久保病院564-6116

ストレッチ体操（い）



人口のうごき ８月１日現在
（ ）内は前月比

　潮来市のホームページ

いたこ 平成21年

８月６日発行

　携帯電話サイト

あやめ

よしきり

　市長へのたより

総数 女 世帯数男

　メールアドレス

10,687世帯 （＋ 4）15,549人15,205人 （－ 9）（－17）30,754人（－26）

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

Vol.101

　７月26日（日）潮来市新宮の鹿嶋吉田神社で開催されました。晴天の中、３歳前後の子どもたちが参加する

花相撲や、小学生力士による取り組み、一般協力力士による取り組みなどが行われました。力士たちの熱意の

こもった取り組みに、観客も声援を送り、大盛況の内に幕を閉じました。

延方相撲　開催延方相撲　開催

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

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

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

info@city.itako.lg. jp


