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　７月25日（土）、第58回水郷潮来あやめ娘コ

ンテストで『プリンセス・アイリス』に輝いた

窪谷美奈さん（写真左）と、『準プリンセス・

アイリス』の沼田淳子さん（写真右）が市長室

を訪れ、今年のあやめまつりに参加した感想

や、来年のあやめまつりに向けての提案につい

て、 田市長と対談していただきました。



3 広報いたこ 2009
９月号 Vol.102

特別対談「あやめまつりを振り返って」
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特別対談「あやめまつりを振り返って」
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　７月に社会福祉士の高
たか

栁
やなぎ

　結
ゆう

子
こ

さんが採用され、

職員がひとり増えましたので皆さんにご紹介します

　地域包括支援センターは、高齢の方やそのご家族の相談を受けたり、心身の状態に合わせ支援を提供

する地域の「総合的なサービス拠点」です。

　潮来市では、平成18年４月より福祉事務所介護福祉課内に設置し市直営で運営してきましたが、平成

20年４月より更なる高齢者の見守りと地域の協働を目指し、社会福祉法人潮来市社会福祉協議会へ業務

委託され、ケアマネージャー、保健師、社会福祉士などの専門の職員が相談に応じています。気になる

こと、不安なことなど小さなことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。

【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）　TEL.６３-１２８８

〇現在の仕事の内容を教えてください。
　高齢者やご家族の介護や生活に関する総合相談業

務や虐待防止などの高齢者の権利擁護を主に担当し

ています。

〇日常業務の中で気をつけていること
や心掛けていることはありますか。

　常に高齢者やご家族の立場に立って考え、その人

にあった適切なプランを提供できるよう心掛けてい

ます。また、向上心を忘れず、最新の情報を常に得

ようと思っています。

〇まず、自己紹介をお
願いします。

　社会福祉士の高
たか

栁
やなぎ

　結
ゆう

子
こ

と

申します。鉾田市在住です。

〇やりがいを感じる時はどんな時
ですか。

　利用していただいた方に、満足して頂けたか

なと思った時に大変うれしかったです。

〇今後の夢や抱負を聞かせてくだ
さい。

　社会福祉士として、もっと勉強し困難な事例

にもすばやく対応できるよ

う日々努力していきたいと

思います。私事ですが、職

場の先輩に「潮来市はいい

所だから嫁に来い」と半ば

強引に勧められていますの

で、良い縁があればいいな

と思っています。

こちら　高齢者の総合相談窓口

潮来市地域包括支援センターです

こちら　高齢者の総合相談窓口

潮来市地域包括支援センターです
はい!!

New staff
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　新型インフルエンザが、国内において感染が拡大し死亡者や重症者が確認されています。県内及び近隣
市においても集団感染者が増加しており、市内でも感染が予想されます。これからの秋・冬流行に備え、
市民の皆さんには、正確な情報に基づき、冷静な対応をいただくとともに、これまでどおり、手洗い、う
がい、咳エチケットなどの正しい衛生習慣を実践されますようお願いします。 

【お問合せ】潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

新型インフルエンザ相談窓口
　～医療機関の紹介・自宅療養中の患者の相談等～

○平日（午前８:３０～午後５:３０）潮来保健所　TEL.６６－２１１４

○休日（午前８:３０～午後５:３０）茨城県庁　　TEL.０２９－３０１－４００１

○夜間（上記相談窓口開設時間以外）

　休日夜間に受診できる当番医療機関や、今すぐ診てもらえる医療機関などを

オペレーターが24時間体制で情報提供しています。

茨城県救急医療情報システム（病気やケガのときお医者さんを探す）

　電話で探す　０２９-２４１-４１９９（24じかんいつでもよいきゅうきゅう）

　インターネットで探す　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
　携帯サイトで探す　　　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/kt/

茨城子ども救急電話相談（お子さんが急な病気で心配なとき）

　プッシュ回線・携帯電話からは　＃８０００

　すべての電話から　　　０２９-２５４-９９００

市民の

　皆さんへ 新型インフルエンザに関する

茨城県の医療・相談体制について

◎正しい衛生習慣を身につけま

しょう

　季節型インフルエンザ予防のため
の衛生習慣の方法は、すでに皆さん
もご存知のことと思われますが、新
型インフルエンザ予防方法も基本的
には同じです。具体的には、体の調
子を整えておくこと、外出から帰っ
たらうがいと手洗いを行うことです。

◎せきエチケット

　マスクをしていないときに、

咳やくしゃみをする時は、

ティッシュなどで口と鼻をおお

い、顔を他の人には向けずに、

できれば１メートル以上離れま

しょう。鼻汁・痰などを含んだ

ティッシュはすぐにフタ付きの

ゴミ箱に捨ててください。

◎人にうつさないためにマスク

の着用を

　マスクはウイルスが体のなかに

入ってくるのを、ある程度は防ぎ

ますが、そのいちばんの働きは、

感染してしまった人が着用するこ

とで、ほかの人への感染を防ぐこ

とです。熱やせき、くしゃみと

いった症状があるときは、マスク

をしてください。

医療体制

【一般の方】

　受診の際には医療機関に事前に電話等で連絡
し、受診の時間帯、受診方法等について指示を
受けてからマスクを着用して受診しましょう。 

【妊娠している方・基礎疾患等を有する方】

　かかりつけの医師に事前に電話等で連絡し、
受診方法等を確認してから受診しましょう。

注意！

■咳エチケットによる感染拡大防止■予防対策

１人ひとりが感染予防と感染拡大防止に努めることが大切です

新型インフルエンザは一般医療機関で受診できます。

受診する場合は感染拡大防止のため、次のことに注意してください。
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【お問合せ】潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１ 内線１３３

　本年７月に実施した、特定健診を受診されていない国保加入者を対象に、個別

健診（医療機関健診）と集団健診を実施します。どちらか一方を必ず受診するよ

うよろしくお願いします。　注意：重複受診はできません。

 

医療機関名 TEL 検査項目（特定健診基準に準拠）

仲沢医院 63-2003 ◎問診・身体計測（腹囲含む）・血圧測定・尿検査・

　血液検査・（前年度の検査結果により追加項目あり）

◎集団健診で実施している前立腺、肝炎ウィルス、結核

（胸レントゲン）などの検査は対応いたしません。

延方クリニック 66-1873

久保病院 64-6116

飯島内科 66-0280

●個別健診（医療機関健診）

　普段から医療機関に行っていることを理由に、集団健診を受けない方が多くお

られます。特定健診は必ず受ける必要がありますので、通院している医療機関に

相談してみてください。

　（１）特定健診を実施できる登録医療機関

　　　（市内分登録順。なお、市外については下記担当までお問い合わせください。）

　（２） 受診期間　　10月１日から平成22年３月31日まで

　（３） 受診手続き

　　　①医療機関健診用の受診券を発行しますので、市役所窓口にて申請または

電話でお申し込みください。

　　　　（申請受付期間　９月24日～平成22年３月31日）

　　　②医療機関にお問い合わせのうえ、受診してください。

　　　　健診時に必ず持参するもの　受診券　国保保険証　受診負担金1,000円

　　　　　　　　　　　　　 　　　 前年度特定健診結果票（ある方のみ）

●集団健診（未受診者対象）

　７月の特定健診を受診できなかった方を対象に実施します。詳細は決まり次第

広報紙に掲載するほか、特定健診未受診者に対しご案内を郵送します。

　（１）実施期間　　11月27日（金）・28日（土）・29日（日）

　（２）会　　場　　かすみ保健福祉センター、潮来保健センター

特定健診とは

　平成20年度の医療制度改革により、市

町村国民健康保険などの保険者は、被保

険者（対象年齢40歳～75歳未満）に対し

特定健診を実施することが義務付けられ

ました。特定健診は、メタボリックシン

ドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、

これらの該当者や予備軍を早期に発見することにより、死因の約６割を占

めるとされる生活習慣病の早期発見・早期治療に効果があります。

※対象者：平成21年４月１日現在、潮来市国民健康保険の被保険者であっ

て、年度内に満40歳～満75歳未満となる方。ただし、すでに転

出したり社会保険等に異動されている方は対象外です。

（ ）

特定健診実施のお知らせ



9 広報いたこ 2009
９月号 Vol.102

　国は、特定健診の実効性を高めるため、受診率等に目標値（平成24年度65％）を定め、達成状況をもと

に、後期高齢者医療制度を支えるために市町村国民健康保険会計から支出する「後期高齢者支援金」に加

算・減算の調整を行うとしています（達成の度合いによって、潮来市では数千万円の差が生じます）。

　後期高齢者支援金は、国保税として被保険者の皆様からいただく税金で賄っていますので、達成できな

い場合、国保財政にとって重い負担になるばかりでなく、納めていただく国保税額に大きく影響すること

になります。

　※１　平成21年度の目標47％に対し、現時点では27％程度の受診率です。

　　　　今回実施する個別健診（医療機関健診）又は集団健診を必ず受診しましょう。

　※２　平成24年度における受診率等の達成状況により、平成25年度から後期高齢者支援金の調整が実施され

ます。

　国は、特定健診の実効性を高めるため、受診率等に目標値（平成24年度65％）を定め、達成状況をもと

に、後期高齢者医療制度を支えるために市町村国民健康保険会計から支出する「後期高齢者支援金」に加

算・減算の調整を行うとしています（達成の度合いによって、潮来市では数千万円の差が生じます）。

　後期高齢者支援金は、国保税として被保険者の皆様からいただく税金で賄っていますので、達成できな

い場合、国保財政にとって重い負担になるばかりでなく、納めていただく国保税額に大きく影響すること

になります。

　※１ 平成21年度の目標47％に対し、現時点では27％程度の受診率です。

　 今回実施する個別健診（医療機関健診）又は集団健診を必ず受診しましょう。

　※２ 平成24年度における受診率等の達成状況により、平成25年度から後期高齢者支援金の調整が実施され

ます。

平成20年度受診率

29％

平成21年度受診率

47％（目標）※１

平成24年度受診率

65％（目標）※２

１　米はといでザルにあげ、普通に水加減する。にんじんはすりおろし

て、固形コンソメ・バターとともに加え、普通に炊く。

２　ほうれん草はゆでて、３㎝幅に切っておく。

３　しめじは石づきを除き、ほぐしておく。玉ねぎは縦半分に切り、薄

切りにしておく。フライパンを熱し、しめじをからいりする。続い

て、玉ねぎも炒めておく。

４　かじきは、水気をふきとりそぎ切りにし、塩・こしょうをして、フ

ライパンに油を熱して、両面焼き、取り出しておく。

５　フライパンに生クリーム・牛乳を入れて弱火で煮立て、しめじ・玉

ねぎ・かじきを加えて煮る。味をみて、塩・こしょうで調える。

６　５を器に盛り、ほうれん草・キャロットライスを添える。

かじき　　　　 ４切れ

米　　　　　　　 ２Ｃ

しめじ　　　　　200ｇ

にんじん　　　　 30ｇ

玉ねぎ　　　　 中１個

固形コンソメ　１/２個

ほうれん草　　 　１束

バター　　　　 　５ｇ

生クリーム　　　100㏄

塩　　　　　 小さじ１

牛乳　　　　　　100㏄

こしょう　　　　 少々

オリーブ油　 小さじ２

材料　４人分 作り方

｛

１　小松菜は、３～４㎝の長さに切り、軸と葉先をわけておく。まい

たけは、石づきを除き食べやすい大きさにほぐし、油あげは細切

りにする。

２　鍋に油あげを入れて、空焼きする。油あげがパリッとしてきた

ら、小松菜の軸とまいたけＡを加えて煮立てる。

３　小松菜の葉先も加えひと煮立ちしたら、火を止め、器に盛る。

小松菜　　　　　１束

まいたけ　　　 100ｇ

油あげ　　　 １/２枚

だし汁　　　 １/２Ｃ

みりん　　　大さじ１

しょうゆ　　大さじ１

Ａ

材料　４人分 作り方

＜かじきのクリームソース～キャロットライス添え＞
エネルギー449kcal　タンパク質25.9g　脂肪14.4g　塩分2.0g 

＜まいたけと小松菜の煮びたし＞
エネルギー41kcal　タンパク質3.0g　脂肪1.6g　塩分0.9g 

特定健診の受診率は

国民健康保険会計の運営に大きく影響します！

メタボリックシンドロームを予防しよう!!
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　７月25日（日）、前川あやめ園で「市民あやめ園整備

事業」と「市民あやめ１人１鉢運動」（37団体・個人参

加者を合わせて243名参加）が行われました。この事業

は市民自らがあやめ園の管理に関わり花菖蒲苗の植栽

や園内の草抜きを行ったり、花菖蒲の鉢植えを自宅へ

持ち帰り育成することで１人ひとりが力を出し合い、

市民が誇れる「日本一のあやめ園」を目指すものです。

　◎花菖蒲通信◎

　「市民あやめ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鉢に対して化学肥料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。

一緒に日本一のあやめまつりを
めざしましょう！　

　８月22日（土）水郷北斎公園で、第32回水郷潮来

花火大会が開催されました。

　水郷潮来花火大会といえば、間近に迫る大迫力の

「水中スターマイン」が見所となっていますが、今

年の花火は、「きらめく川面」、「水郷フラワー」、

「水郷の夜の流星群」、「潮来に咲く希望の翼」と４

つのテーマに分けて打ち上げられ、第３景の水郷の

夜の流星群では、音楽に合わせてプログラミングさ

れた花火が次々と打ち上がるなど、趣向を凝らした

大会となりました。

水郷潮来花火大会
　６月25日（木）、延方小学校で「防災スクール」

が開催され、５～６年生児童（96人）が災害時の対

応を学習しました。

　当日は潮来消防署員４名が講師となって、地震の

時の身の守り方、火災など災害に関する基本的な知

識の講義が行われたほか、実技訓練として、消火器

の取り扱い方を体験、また119番通報の仕方など、

災害時の基礎的な対応について学習しました。

　防災スクールは潮来消防署の協力により今年から

スタートし、このあと市内各小学校で実施される予

定です。

延方小学校で防災スクールを開催

・潮来第一中学校
・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
・潮来倫理法人会
・潮来ライオンズクラブ

・ナイルス潮寿会
・株式会社アクアテルス
・潮来遊覧船組合
・ぽぷら
・新潟県人会
・潮来市文化協会
・潮来市花菖蒲協会
・潮来市菊の会連合会
・潮来市ろ舟保存会

・更生保護女性会
・牛堀女性会
・延方地域女性団体
・津知地域女性団体
・八代地区ふれあい
　給食サービス
・ITAKOクオリティ
　ウィメンズネット
・あやめ娘

・水郷潮来観光協会
・あやめ１丁目商店会
・潮来旅館組合
・潮来市商工会
・潮来市商工会女性部
・潮来市商工会青年部
・鹿行法人会潮来地区会
・鹿行法人会
　潮来地区会女性部

・鹿行法人会
　潮来地区会青年部
・（社）潮来市シルバー
　人材センター
・潮来市議会
・潮来市教育委員会
・潮来市農業委員会
・潮来市役所

参加団体
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City News Flash

　８月26日（水）全国各地の交通安全母の会会員の

皆さんがリレーで交通安全キャンペーンを展開する

全国キャラバン隊が潮来市を訪れました。

　交通対策本部長である野田聖子内閣府特命担当大

臣から全国キャラバン隊に託されたメッセージが

田市長に伝達され、茨城県交通安全母の会連合会 神

戸礼子会長は「交通の安全が確保されるためには、

国民１人１人が、それぞれの立場で交通ルールを遵

守し、子供や高齢者など交通弱者に対する思いやり

のある心を持って行動していくことが大切である」

と、世界一安全な道路交通の実現に向けて住民と一

体となった交通安全対策の推進を呼びかけました。

　これに対し、 田市長は、交通事故撲滅の決意表

明として「交通事故のない安全安心なまちづくりは

潮来市民すべての願いであります。本市は悲惨な交

通事故を撲滅するため市民参加のもとに交通安全運

動を推進し、明るく住みよい郷土を築くよう努力す

ることを決意いたします」と書かれた色紙を神戸会

長に手渡しました。

　 田市長はキャラバン隊のフラッグに潮来市長の

ペナントを取り付け、日頃の感謝の気持ちを込めて

小羊園のマーチングバンド・リトルエンジェルスの

子供たちとともに激励しました。

第31回交通安全キャンペーン
「みんなですすめる交通安全」全国キャラ
バン隊が潮来市へ！

　８月12日（水）から潮来市日

の出の潮音寺で「万燈会」が開

催され、16日（日）までの５日

間、毎日約１万の献灯が境内を

照らし幽玄な世界が広がりまし

た。今年は、地元の慈母学園、

日の出小学校、日の出中学校、

潮来第一中学校、潮来第二中学

校の協力による万燈アート「燈

絵」を実施。

　献灯により「平和」「友」な

どの文字が鮮やかに浮かび上が

り、参加者等は例年とは違った

万燈会に酔いしれました。

平和を祈る一万の灯り

【お問合せ・応募先】311-2423　潮来市日の出４-７

　　　　　　　　　　潮音寺万燈会実行委員会事務局宛　TEL.66-0623　（担当者直通） 090-4968-0623

◎万燈会の感想文を募集します

　潮音寺万燈会実行委員会事務局では、万燈会の感想文（400字以内）を

募集しています。

　作品の中から１～２作を万燈会公式ガイドブックに掲載させていただき

ますので、ふるってご応募く

ださい。応募締め切りは10月

末日です。

　また、万燈アートにつきま

しては、町内会、消防団、ク

ラス単位など広く一般に公募

させていただく予定でおりま

す。応募要項が決まり次第、

お知らせしますのでよろしく

お願いします。
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

　８月24日（月）市役所で、市と潮来市指定管

工事組合による「災害応急復旧工事に関する協

定」の調印式を行い、協定を締結しました。こ

の協定は、災害が発生し市の管理する水道本管

及び下水道本管等に災害が発生した際、組合の

会員が復旧工事に迅速に出動することを定めた

ものです。内山英雄組合長は「ライフライン復

旧の一端を担えるよう市に全面的に協力して行

きたい」と決意を語られ、 田市長は「安全安

心をめざす潮来市にとって、災害時のライフラ

インの復旧が一番大切になります。一日でも早

い、１時間でも早い復旧工事がなされることが

市民の皆さんにとって心強いものになると思い

ます」と話されました。

災害応急復旧工事に関する協定を締結しました

鹿行ハイヤー協議会　潮来支部　　　30，000円

匿　名　　　　　　　　　　　　　　 2，000円

清水次郎長会　　　　　　　　　　　13，523円

牛堀公民館　盆踊大会実行委員会　　17，390円

善意銀行 （８月分・敬称略）

　７月21日（火）「道の駅いたこ」で、夏の交通事

故防止県民運動の一環として、交通安全街頭キャン

ペーンが行われました。当日は、行方警察署員・交

通安全協会・交通安全母の会役員等総勢45名集ま

り、交通安全啓発パンフレット等の交通安全グッズ

を配布しました。

「守ります！
　家族の笑顔と交通ルール」
夏の交通事故防止県民運動が実施されました

《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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　図書等の販売・貸付業者は、有害図書等を陳列するときは、

他の図書等と区分し、屋内の容易に監視することができる場所

に置かなければいけません。

有害図書とは？　下記のどれかに当たるもの
　●図書又は雑誌など
　　人の全裸、半裸などでのひわいな姿態等の写真、

　　絵（まんがを含む）が

　　　１．表紙やパッケージ等に掲載されている

　　　２．20ページを超える（表紙を含む）

　　　３．総ページ数の５分の１以上を占める

　　　　　のどれかに当たるもの（包括指定）

　●ビデオテープ、CD-ROMなど
　　上記同様なひわいな姿態等の場面が

　　　１．表紙やパッケージ等に掲載されている

　　　２．動画では、３分を超えるもの

　　　　　のいずれかに当たるもの（包括指定）

　●知事が個別に指定したもの（個別指定）
　　○包括指定…知事が個別に指定しなくても、上記のような要件に該当すれば有害図書等となります。

　　○個別指定…図書等の内容が、著しく青少年の粗暴性、残虐性を助長し、犯罪や自殺等を誘発した

リ、青少年の心身の健康を害するものなど、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあ

ると認められるものを知事が個別に指定します。

　（※申し出によリ審査・指定が行われます。）

　有害図書等を、青少年に販売、交換、

貸付、頒布、閲覧させてはいけません。

！
違反 違反した場合：20万円以下の罰金

有害図書等の指定及び販売の禁止　　　　第９条

有害図書等の陳列場所の制限　　　　　　第10条

　県では、新世紀の茨城を担う青少年の健やかな成長

を願い、「茨城県青少年のための環境整備条例」によ

り良好な社会環境づくりに努めています。

　この条例は、青少年の健全な育成を阻害するおそれ

のある行為を防止し、青少年のための環境を整備する

ことを目的としています。

　この条例の目的が十分達成されますよう、県民のみ

なさんのご理解とご協力をお願いします。

茨城県青少年のための

環境整備条例

シリーズご存知ですか！？

　　　　　【お問合せ】茨城県女性青少年課　　　　　　　　　TEL.029-301-2183
　　　　　　　　　　　茨城県鹿行県民センター　県民福祉課　TEL.029-133-4110

《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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　市町村たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に含まれています。潮

来市内でたばこが買われた場合に売上額に応じて納税され、市の収入となり平成20年度には１億９千４百万円

を超え、大切な財源としてみなさんの暮らしに役立てられています。

　皆さん、たばこを購入する際は潮来市内の小売店・自動販売機を利用しましょう。

★納める方は？

　卸売販売業者等（日本たばこ産業㈱、たばこ輸入業者、卸売販売業者）で、

　毎月分を翌月末までに申告して納税しています。

★納める額は？

　1,000本につき3,298円

　旧３級品1,000本につき1,564円

○旧３級品とは…（わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット、しんせいの６品目をいいます。）

～たばこ一箱で【約63円】が市の収入となります～

市民の皆さん、

たばこは潮来市内で購入しましょう

　・国民健康保険税、長寿（後期高齢者）医療保険料の減額措置

　・国民年金保険料の免除申請

　・児童手当の受給

　・保育所の入所申し込み

　・県営住宅・市営住宅の入居申し込み

　・医療福祉費（マル福）の申請

　　上記以外にも、所得を要件としている制度の適用を受けるためには申告が必要です。

住民税の申告は

　必ずしましょう

【お問合せ】潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２３・１２４

ご注意ください！
　平成20年中の所得の申告をまだされていない方は、至急申告

してください。申告を忘れたままでいると、いざという時に必

要な住民税関係証明書の交付が受けられません。

未成年の喫煙は法律で禁じられています。たばこの吸い過ぎには注意しましょう。
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　公的年金にかかる住民税（市民税・県民税）は、昨年度まで納付書や口座振替又は給与より差し引いて納付

していただいておりましたが、10月より公的年金からの特別徴収（年金より天引き）が始まります。

納める方法が変わるものであり、税負担が増えるものではありません。

　（１）対象となる方　・公的年金に対して住民税が課税されている方

　　　　　　　　　　　・平成21年４月１日現在 65歳以上

　　　　　　　　　　　・介護保険料が年金から天引きされている方

　　※年金から引き落としが始まる方には、６月にお送りした平成21年度市民税・県民税　税額決定・

　　　納税通知書にてお知らせしています。

　（２）年金より納める額　　　公的年金所得分にかかる税額のみ

普通徴収（納付書・口座振替） 特別徴収（年金より天引き）

６月 ８月 １０月 １２月 ２月

年税額の４分の１ 年税額の４分の１ 年税額の６分の１ 年税額の６分の１ 年税額の６分の１

特別徴収（年金より天引き） 特別徴収（年金より天引き）

４月
（仮徴収）

６月
（仮徴収）

８月
（仮徴収）

１０月 １２月 ２月

２月分と同額 ２月分と同額 ２月分と同額

平成22年度年税
額から仮徴収税
額を差引いた額
の３分の１

平成22年度年税
額から仮徴収税
額を差引いた額
の３分の１

平成22年度年税
額から仮徴収税
額を差引いた額
の３分の１

　（３）年度の途中に年金所得に変更があった場合

　　　　増額となった　⇒　年金よりの天引きは、そのまま継続します。

　　　　　　　　　　　　　増加した税額を、納付書又は口座振替で納めます。

　　　　減額となった　⇒　年金よりの天引きは中止します。納付書又は口座振替で納めます。

　（４）６５歳未満で公的年金所得のある方

　　　　法改正により、公的年金所得にかかる住民税は給与より天引して納付することができなくなりました。

　　　（地方税法第321条の３）

　　　　①住民税が給与より天引きされている方

　　　　　　給与所得分　⇒　給与より特別徴収（給与天引き）

　　　　　　年金所得分　⇒　普通徴収（納付書・口座振替）で納付

　　　　②上記以外の方

　　　　　　今までどおりの方法で納付

　※公的年金所得とされる年金とは？

　　老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金・企業年金・農業者年金

　　所得税法の規定により公的年金所得とされる個人年金等

※営業所得・不動産所得・給与所得等の公的年金所得以外は、今までどおりの方法で別に納めます。

平成２１年度

平成２２年度

平成21年
10月より

年金から住民税の

　引き落としが始まります。

【お問合せ】潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２３・１２４
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【お問合せ】総務省地デジコールセンター　TEL.０５７０-０７-０１０１

地上デジタル放送推進に係る
　　　　　　受信機購入等支援について
支援内容
　総務省では、市町村民税非課税の障害者世帯等、経済的に困窮度が高い世帯に対し、各世帯のアナログテレ

ビ１台で地上デジタルテレビ放送を視聴するために必要最低限の簡易チューナーの無償給付等を行います。

　支援開始は、平成21年秋以降を予定しています。具体的な申込方法等は、準備が整い次第、総務省からお知

らせします。

　※支援は現物給付です。ご自身で購入されたチューナー、アンテナ等の費用の精算はできません。

支援対象
　支援の対象になるのは以下の世帯で、現在アナログ放送を受信している世帯です。

　　（１）生活保護などの公的扶助を受けている世帯　　　（３）社会福祉事業施設に入所されている人

　　（２）市町村民税が非課税となる障害者の世帯

　長期使用のこれらの製品に、少しでも異常

がみられた場合、早期に点検、修理などの対

応をし、使用をやめて新しい製品にする時期

を見極めるのも大事なことです。法施行日以

前に製造、輸入された特定保守製品につい

て、安全上点検することが望まれます。

○安全表示制度の対象商品は次のとおりです
　①扇風機　　　　　④洗濯機

　②エアコン　　　　⑤ブラウン管テレビ

　③換気扇

○安全点検制度の対象商品は次のとおりです

【相談先】潮来市　消費生活センター　月・火・木・金曜日　午前９:30～正午、午後１:00～４:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL.0299-62-2138（直通）（相談員不在時は潮来市社会福祉課対応）

長期使用製品安全点検制度・
長期使用製品安全表示制度がスタートしました
　消費生活用製品のなかで、経年劣化により安全上支障が

生じたために発生する、火災や死亡事故を防止する「長期

使用製品安全点検制度」が施行されました。

　電気用品、ガス、石油機器から特定保守製品を定め、

メーカーに所有者登録することで適切な時期に点検通知が

届き、安全に保守しながら事故を防ぐための制度です。

　経年劣化による、重大事故発生率は高くな

いものの、事故件数が多い５品目について、

長期使用時の注意喚起を促す、「長期使用製品

安全表示制度」が設けられました。

①屋内式ガス瞬間湯沸器

　（都市ガス用、ＬＰガス用）

②屋内式ガスふろがま

　（都市ガス用、ＬＰガス用）

③石油給湯器

④石油ふろがま

⑤ＦＦ（密閉燃焼）式

　石油温風暖房機

⑥ビルトイン式電気

　食器洗機

⑦浴室用電気乾燥機

※詳細については経済産業省ホームページ（http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/5.html）を参照願います。

　注意　所有者はユーザー登録と点検の責務を果たさず
に重大事故を招いた場合、その責任を問われる
場合もありますのでご注意ください。

《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

《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

火　曜
コース（　 　）
火　曜
コース（　 　） （　 　）金　曜

コース

（　 　）金　曜
コース

曜日
時間 対象



17 広報いたこ 2009
９月号 Vol.102

10

20
50

 
-

92

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）

　　　　　　【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/

※９月下旬から平成22年３月下旬まで、古くなった水道

管を新しくする工事を行います。

　工事区間は、交通規制が実施されますので現場の指示

に従ってください。

　また、工事に伴い水が出にくくなる場合があります。

　ご迷惑をおかけしますがご協力をお願いします。

水道工事のお知らせ

【お問合せ】潮来市水道課　TEL.67-5743

《広　告》

借金を整理して生活を楽に

債 務 整 理・自 己 破 産・過 払 金 返 還 請 求

不動産登記・会社登記・裁判手続・法律相談

相談無料・秘密厳守

千葉県香取市山之辺1463-7（国道51号線沿い）

鈎0478（58）2777　携帯 080・5030・5665

黒田 良一法 務 大 臣 認 定

司 法 書 士
昭和49年
８月開業

「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）

10月の図書館カレンダー

今月の本棚（10月）

中島　敦（生誕100年・作家）

「李陵 愛と青春の名作集」「山月記」「山月記 文芸まんがシリーズ」

「李陵 コミック世界名作シリーズ まんがトムソーヤ文庫」

「中島敦全集　別巻 １～３」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

10
11日(日) 不良少年の夢 日本映画 松山　ケンイチ／真野　響子／出演 青少年・大人向け

17日(土) １ばんでっかい！ アニメ 子ども・青少年向け

25日(日) アンフェア 日本映画 篠原　涼子／椎名　桔平／出演 青少年・大人向け

10月10日（土）午後2時～2時30分

てがみ

いたこおはなし会

10月15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24日（土）午後2時～3時

ハローウィン特別版

うしぼりおはなし会

おはなし会予定表

（２階：お話の部屋）

広報いたこ 2009
９月号 Vol.102

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

【お問合せ】潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

図書館員おすすめの本

　スポーツの秋です。スポーツを楽し

みながら健康な身体をつくりましょ

う。スポーツに関した本をたくさん揃

えました。ご利用ください。

～スポーツを楽しもう！～

特別館内整理日（休館）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

　10月は、ハローウィンの月。

「まじょのおとしもの」「まほうつかいので

し」「ハローウィンのお化け屋敷」「まじょ

ドッコイショのごきげんなドレス」「まじょ

まつりにいこう」など、まほう使いのお話

を集めました。

10月の児童テーマ棚　～まほうが使えたら～

10月
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3

10

17

24

31

4

11

18

25

5

12

19

26

7

14

21

28

6

13

20

27

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

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

子育て広場（中）
お元気会（い）

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）
二種混合（大生原小）
（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）
二種混合（津知小）
（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H20.10月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
二種混合（潮来小）
（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.5月生）

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H20.3月生）

子育て広場（図）
二種混合（延方小）
（ジフテリア・破傷風）

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）

体育の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
二種混合（徳島小）
（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）

３歳児健診（か）
（H18.7月生）

ストレッチ体操（い）

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

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.2月生）

広報いたこ 2009
９月号 Vol.102

October10 の
カレンダー

第37回潮来市
消防ポンプ操法大会
＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

飯島内科566-0280

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

久保病院564-6116

子育て広場（中）

いきいき健康体操（か）

潮来
シリーズ

第37回

潮来市の誇れる文化

「霞ヶ浦八景」の碑

潮
来市の清水地区台地の南端に、江戸時代中期に数代にわ

たり庄屋、大山守
おおやまもり

を務めた大﨑家があります。屋号を

「次
じ

郎
ろう

兵
べ

衛
え

」といい、この大崎家の屋敷から南に60ｍほど進ん

だ林の中に「霞
かすみ

ヶ
が

浦
うら

八
はっ

景
けい

の碑
ひ

」が建てられています。碑は、

高さ190㎝、幅約60㎝、厚さ18㎝の偏平
へんぺい

な自然石で、方形の基

礎に据
す

えられています。碑面の表裏両面に漢詩が刻まれていま

すが、現状は風化が進んで判読が困難となっています。しか

し、水戸藩南領の郡
こおり

奉行
ぶぎょう

、雨宮端亭
あまみやずいてい

の著書「美
み

ち艸
くさ

」（1806年

刊）に碑
ひ

文
ぶん

の内容が記述されています。それによりますと、碑

文は「霞ヶ浦八景」を詠
うた

った漢詩で、当主だった大崎次郎兵衛

安
やす

通
みち

が京都の公家
く げ

八人に依頼した七
しち

言
ごん

絶
ぜっ

句
く

だということです。

この七言絶句は、「潮
いた

来
こ

舟
しゅう

月
げつ

」「冨
とみ

田
た

落
らく

雁
がん

」「芙
ふ

蓉
よう

積雪」「浮
うき

島
しま

夜
や

雨
う

」「海
かい

了
りょう

晩
ばん

鐘
しょう

」「霞
か

浦
ほ

帰
き

帆
はん

」「筑波夕
ゆう

照
しょう

」「香取晴嵐
せいらん

」の八

題で、いずれも霞ヶ浦周辺の地名と景観が詠み込まれていま

す。

　当時の閉塞
へいそく

した農村社会の中で、中央文化への憧憬
どうけい

は深いも

のがあったように思われます。また、郷土の景勝地を広く知ら

しめることは、住民の郷土意識の高
こう

揚
よう

にもつながることだった

と思われます。なお、これらのことについては、牛堀の今泉元

成氏が「ふるさと牛堀」の中で詳述されています。

　潮来市文化財保護審議会委員　編集委員　大﨑　勝弘
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　秋にも、地域の運動会など近所の

人と関わりながら楽しく過ごせる行

事がたくさんあるよ。

　地域の人と関わりながら、秋なら

ではの楽しいイベントに参加してみ

よう。

　潮来祇園祭禮は、天王山に鎮座す

る素鵞熊野神社の例大祭で、八百有

余年の歴史と伝統がある祭禮です。

祭りに花を添えるのは三丁目の獅子

舞、総数十四台もの山車、そしてこ

の山車にのった芸座連によって奏で

られる潮来ばやしです。山車のうち

三台は県指定文化財、そして潮来ば

やしは県指定無形民俗文化財に指定

されています。

子供たちと地域の方々にまた

ひとつ夏の思い出が増えました

迫力ある

『のの字回し』

ワッショイ！

ワッショイ！！

‘09

 

‘09

 

家族や友達と楽しく過ごした

記憶は、いつか子どもたちを

支える温かい大きな力に！

潮来応援団のホームページ（http://www.city.itako.lg.jp/ouendan/）にも
「祭 いいとこ撮り」があります。是非御覧下さい。


