
１０月４日　第３７回消防ポンプ操法競技大会

２００９（平成21年）

ITAKO Public Information広 報
いたこ

潮来市シンボルマーク

10

Vol.103

・シリーズ　ご存じですか？

　茨城県青少年のための環境整備条例…13

・ようこそ図書館へ………………………14

・シリーズ　潮来市の誇れる文化………15

・11月のカレンダー………………………15

・八代地区環境保全会

　　　　　案山子作りに挑戦！…………16

・ファミサポを利用してみませんか…２～３

・環境課からのお知らせと報告……４～５

・シティーニュースフラッシュ……６～８

・潮来市よりお知らせ………………９～11

・地方デジタル放送説明会・

　　　　受信相談会について……………12

Contents



いたこファミリー・
サポート・センター

2広報いたこ 2009
10月号 Vol.103

　『ファミサポ』は、地域の子育て支援事業のひとつで「いたこの子を地域のみんなで育てましょう！」

を合い言葉に、お子さんの一時預かりをすることで、子育て中の人達を応援しようという活動です。子育

ての手助けを受けたい人（利用会員）と子育ての手助けをしたい人（協力会員）が登録して組織を作り、

一時的にお子さんをお預かりします。

　困ったときは、遠慮なく声をかけてください。ファミサポは子育て家庭のサポーターです。

月曜～金曜の

午前７時～午後７時

１時間あたり

700円

土曜・日曜・祝日と

上記以外の時間帯

１時間あたり

800円

☆利用時間と利用料

　ファミサポでは会員を募集しています。

　研修会や交流会のほか、子育て支援関連の情報もお伝えします。

　（入会料や年会費はかかりません。）

 利用会員 　

・市内に在住か在勤で小学生までのお子さんを持ち、子育ての手助けを受けたい方

 協力会員 　

・市内に在住で子育て支援に理解のある20歳以上の方

 両方会員 　

・利用会員として手助けを受け、時には協力会員として活動できる方

☆保険
　万一に備え「ファミリー・サポート・センター補償保

険」に加入しているので安心です。

　なお保険料の個人負担はありません。

☆あなたもファミサポ仲間に入りませんか

☆『困ったな、都合がつかない…』時はファミサポへ

いたこファミリー・
サポート・センター

急用や病気・残業や休日出勤など、

パパ・ママの『困ったな、都合がつかない』

そんなとき

子供を連れて行けない場所への外出

保育園などのお迎えの時間に間に合わない

保護者の急用や病気など

（通称：ファミサポ）を利用してみませんか？
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　いたこファミリー・サポート・セン

ター主催の『子育て応援研修会』には

ファミサポ会員のほか学童クラブ指導員

など25名が参加し、幼児安全法を学んだ

り、子どもの遊び体験をとおして、子育

てのお手伝いに役立つ知識や技術を身に

つけました。（写真は７月22日（水）旧津知

幼稚園にて開催された『子育て応援研修会』

の様子。）

入会の申し込み、その他詳しくは下記にお問合せください。

いたこファミリー・サポート・センター
潮来市　社会福祉課　子育て支援室内

TEL.６３－１７７９（直通）

１ 心肺蘇生法・AED（自動体外式除

　 細動器）の使い方を学びました。

１ ２ ３

３ 子守唄指導員の話を聞き一緒

　 に唄いました♪

　 子守歌ってたくさんあるんだね。

２ 子どもは遊びを通して成長す

　 るんだね、手遊びなどを実際

　 に体験してみました。

子育て応援研修会

手にもつのは、自分たちで制作した紙皿ＵＦＯなど
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　道の駅いたこ「㈱いたこ」は、潮来市におけるレジ袋

削減の取り組みに関する協定を６月17日（水）に締結し

ており、協定の中で、「レジ袋無料配布を中止する」と

ともに、「そのレジ袋の収益金（注）を地域社会の環境・社会活動に役立てる」としています。

　そして今回、８月19日（水）環境課主催事業の環境学習「エコツアー」実施の際、お米

や野菜を寄付していただきました。誠にありがとうございました。

　今後も、「道の駅いたこ」をご利用の際、マイバッグを持参して、お買い物を楽しんでい

ただけますようご協力をお願いします。

　※（注）レジ袋収益金とは、レジ袋販売代金から原価、消費税等の諸経費を除いた金額
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（平成21年４月から７月末まで）

ペットボトルがどのように処理
されていくかを見学しました。

　８月19日（水）市内の親子　19人の参加

でごみの集積所→クリーンセンター・ペッ

トボトル処理施設「オールウエイストリサ

イクル（神栖市）」を見学しました。

　移動中バスの中では、ごみの分別についてのクイズをしました。お昼

は潮来産のお米でおにぎりを作り、たくさんの野菜やおみそ汁といっ

しょにおいしくいただきました。

（内訳）

　市内小学校　142,600個

　 〃 中学校　 18,800個

　公民館ほか　 64,400個

　　　計　　　225,800個

※重さにすると…564.5kg

　このペットボトルキャップの回収は、ごみの減量化事業

として、今年度４月から取り組んでいます。これは、潮来

市のごみを減らすことだけではなく、「ペットボトルキャッ

プ800個でポリオワクチン１人分の命が救える」という、発

展途上国の子どもたちに贈る目的で始まりました。

　キャップ回収専用ボックスを市内小中学校・地区公民

館・図書館・かすみ保健福祉センター・社会福祉協議会・

市役所に設置しています。

　今後とも、ご協力をよろしくお願いします。

　　 お問合せ 潮来市　環境課
　　　　　　　TEL.６３-１１１１　内線２５１

いいＥＣＯ情報

　生ごみを出すときにどうぞご活用ください。

環境課からのおねがい

　・ごみを出す時間を守りましょう。指定された日の朝６時

から８時までに出してください。

　・集積所は利用するみなさんできれいにしましょう。

　・不用意に捨てず、物を大切にしましょう。

　・11月29日は清掃大作戦です。ご協力をお願いします。

ワクチン 282人分

225,800個

～家庭から出るごみの行方を知る旅～

エコツアー見学報告

環
境
課
よ
り

チラシのゴミ入れの作り方

１.紙は２重にする
　 と丈夫です。

２.４つに折り
　 ます。

３.袋を開いて内側
　 を表にします。

４.中心に向かって
　 両端を折ります。

５.上部を折ります。
６.反対側も同じ
　 ようにします。７.口を開きます。 ８.でき上がり。

提供：「道の駅いたこ」

津知公民館でのおにぎり作り

感謝の気持ちで
いただきます

8月19日

ペットボトルのキャップ回収

ご協力ありがとうございます。

ペットボトルリサイクル施設を見てきました。

道の駅いたこが寄付

ごみの減量化事業

「エコキャップ」の報告
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　９月21日（月）開花亭（潮来富士屋ホテル別館）

において、潮来市敬老会が開催されました。式典に

は、約700名の高齢者が出席し、100歳及び米寿到達

の方々に 田市長から記念品が贈られました。式典

終了後には、多田そうべい

と寺小屋楽団による歌謡

ショーが行われました。ま

た、市内最高齢者である鴇

田つねさん（106歳　いた

この郷）を訪れ、記念品を

贈りました。

潮来市敬老会開催

広報いたこ 2009
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　９月21日（月）敬老の日、築地新農村集落セン

ターで、地区の皆さんが集まり敬老会が開かれまし

た。会場は毎年、地元で生け花を習う女性たちが花

を持ち寄り、美しく装飾されます。これは、「季節

を感じながら楽しんでいただけるように」とはじめ

たもので、23年間続いているそうです。参加した

方々は「毎年、楽

しみにしていま

す。楽しい時間を

過ごすことが出来

ました」と話され

ていました。

いつまでもお元気で！ 　９月26日（土）、茨城県水郷県民の森で第二回水

郷県民の森音楽祭が開かれました。

　参加したのは、潮来第一中学校、潮来第二中学

校、牛堀中学校、日の出中学校など地元の子どもた

ちや社会人グループで、吹奏楽や演舞、クラシック

ギター、ジャズ＆ポップス、カントリーウエスタ

ン、オカリナの演奏が披露されました。

水郷県民の森音楽祭

　道路の意義、重要性

について住民の皆さん

に関心を持っていただ

こうと、８月を「道路

ふれあい月間」とし、

全国でＰＲ活動が実施されました。潮来市では、８

月28日（金）「道の駅いたこ」をはじめ市内４カ所

でキャンペーンが行われ、茨城県潮来土木事務所、

建設業協会潮来支部等から126名が参加して、市内

の道路２路線でごみ清掃が行われました。

ご協力をお願いします

　市内でも、道路や歩道に枝が張り出し、通行の障

害となっている箇所があります。強風や大雨の後に

は特に注意が必要となりますので、伐採や枝払いな

ど日ごろの管理にご協力ください。

「道の日」キャンペーンが実施
されました

　９月17日（木）「ローソン須賀南店前交差点」で、秋の全国交通安

全運動の一環として、交通安全街頭キャンペーンが行われました。

　当日は、潮来市交通対策協議会長　 田市長、加藤議長をはじめ、

行方警察署員、交通安全協会、交通安全母の会、安全運転管理者協議

会、地域交通安全活動推進委員の役員総勢40名が集まり、ドライバー

に新米「潮来あやめちゃん」を配り、交通安全運動の周知と「運転を

始めた当時の新米の気持ちになって、安全運転をお願いします」と呼

びかけました。

「運転を始めた当時の新米の気持ちになって、安全運転を」
　～秋の全国交通安全運動実施～
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　ソウルオリンピック銅メダリストの水島 宏一さ

んが９月８日（火）牛堀中学校を訪れ、「体操教

室」が開催されました。この事業は、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」によるもので、トップアスリートの豊

かな経験と卓越した技術をもとに、子供たちが主体

的にスポーツに親しむ態度や習慣を身につけること

を目的としたものです。

　「体操教室」では、水島さんと１・２年生の児童

90名が共に体を動かし、前転や後転など、器械体操

の基本となる運動に取り組みました。水島さんは、

自分の歩んできた道を振り返りながら「あきらめな

いことが大切。なんでもいいから、一つのことを

ずっと続ける事がとても大事。」と子どもたちに話

されました。

　また、河野 治校長は「普段の生活の中では、保

護者の送迎やスクールバスの利用なども多く、運動

する機会の少ない子ども達が多い。トップアスリー

トの方からの実演・指導を通して、運動への興味関

心や技能が高まったのではないか。指導者にとって

もとてもよい研修になりました。」と感想を述べら

れました。

体力向上！　
ソウルオリンピック銅メダリスト
水島　宏一さん　牛堀中学校に来校

広報いたこ 2009
10月号 Vol.103

　９月１日（火）特別教室棟が完成し、竣

工式典が開かれました。

　特別教室棟は、２階建て延べ床面積約

1346平方メートルで、児童の皆さんが安全

で安心して意欲的に学習に取り組めるよ

う、生活科室、家庭科室、図書室、パソコ

ン室、音楽室、理科室を設け、使いやすく

耐震性に優れています。 田市長は、「子

どもたちにフル活用してもらいたい。将来

の潮来市を担う子供たちの施設が皆さんの

力で完成できた」と挨拶しました。３年生

から６年生の児童約200名が感謝の気持ち

を表したいと、祝賀合唱を披露、披露され

た曲「ＹＵＭＥ日和」には「すべての人

が、明日またしあわせであるように」との

願いが込められおり、会場に集まった人々

から、温かい大きな拍手が送られました。

潮来市立延方小学校特別教室棟完成

水島　宏一氏　プロフィール

・1965年８月１日生、岡山県苫田郡加茂町

　　　　　　　　　　　　　　　（現津山市）出身。

　1988年ソウルオリンピック団体総合銅メダリスト。

日本の男子体操競技選手として活躍され、現在は東京

学芸大学の助教授で、体操競技部の監督として後進の

指導に当たる。
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　９月26日（土）上戸川コスモス団地にて、コスモ

スまつりが開催されました。

　同団地は転作田を利用したもので、毎年、約６ヘ

クタールに１千万本分の種がまかれ、10月中旬には

花の見頃をむかえます。当日のイベント「農業感謝

デー」では、地元産の搾りたて牛乳・ポン菓子の無

料サービスや新鮮な農産物の直売が行われ、多くの

人で賑わいました。また、「健康」をテーマに、会

場付近でのウォーキングやサイクリングの楽しみ方

などが紹介され、地元の子どもたちが制作した案
か

山
か

子
し

も人気を呼びました。

　転作田を利用し

たコスモス畑は、

上戸川コスモス団

地のほか、釜谷地

区（大生原郵便局

北側）にも約７ヘ

クタールありま

す。是非一度足を

運んでみてくださ

い。

コスモスまつり開催

　県サッカー協会は、８月15日から24日までの10日

間、Ｕ-14（中学２年生）県選抜チームを欧州（オ

ランダ、イタリア）に派遣しました。潮来市から

は、塙　怜
れ

大
お

さん（潮来二中）が参加しました。選

手らは、オランダサッカー協会指導者の指導を受け

るとともに、アヤックスなど名門クラブユースチー

ムとの親善試合を行いました。塙さんは県東地区陸

上競技会100ｍの部で第１位になるなど、スピード

と得点力が特徴の選手。「ア

ヤックス戦では得点を決めるこ

とが出来ましたが課題もみつか

り、世界のレベルの高さを肌で

感じました。今後更にレベル

アップできるよう練習に励みた

いです。」と話されました。

サッカーＵ-14県選抜　欧州遠征に参加

　９月15日（火）青年海外協力隊の松金理恵さん

（22才）がボランティアの出発にあたり、市役所を

表敬しました。松金さんの赴任先はベリーズ北部の

農村地帯にある小学校で、幼稚部から小学部の計14

クラスの生徒の体育事業を担当するほか、同僚教師

に対する体育授業指導も行うとのことです。松金さ

んは「ベリーズの初・中等教育では体育が正式な教

科となって間がなく、体育教授法を習得したベリー

ズ人教師が少ないため、現地の体育教育内容に拡が

りを持たせ、生徒達の未来への選択肢を増やすこと

ができたら嬉しい」と豊富を語られました。鈴木副

市長は、「今の明るさを

失わず、がんばってきて

ください。そして帰国後

は豊かな経験を活かし、

次代を担う日本の子供た

ちにも海外を見る力を授

けていただきたい」と

エールを送りました。

ＪＩＣＡボランティア
　　松金理恵さん表敬訪問

　９月21日（月）稲刈り体験交流会が行われまし

た。これは、稲刈り体験等を行い交流することに

よって顔の見える産地づくりに努めようと、潮来市

大規模稲作研究会が主催したもので、堀之内地内の

水田で東京都内の米穀店、消費者、生産者等約80名

が一緒になって、収穫の喜びを分かち合いました。

同研究会の飯田和男会長は、「潮来あやめちゃん

は、県の地域オリジナル米事業の中で取り組んでき

た特別なお米です。今回の稲刈り交流会や私たちの

取り組みが、米産地としての底上げや潮来米のＰＲ

につながればよい」と話されていました。

「潮来あやめちゃん」
　稲刈り体験交流会

野村たみ子 カセット及びＣＤ 1,000本

匿　名 2,000円

善意銀行 （９月分・敬称略）
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寄付総額　445,000円

寄付件数　7件
　皆様から頂いた寄付金は、ふるさと応

援基金として、希望事業ごとに活かすた

めに大切に積立を行っております。

　平成21年度も、ふるさと納税の受付を

随時行っておりますので、ご理解、ご協

力の程よろしくお願いいたします。

潮来市のふるさと納税に関する

　　　　　　　ホームページアドレス

http://www.city.itako.lg.jp/1116kg_gs_h
ometax/

平成20年度　ふるさと納税　寄付金内訳

希望事業名 寄付金額（円） 件数

１．保健・医療・福祉の増進
に関する事業

0 0

２．自然環境の保護に関する
事業

0 0

３．防災・防犯に関する事業 0 0

４．産業振興及び観光振興に
関する事業

260,000 3

５．教育・文化・スポーツ活
動の充実に関する事業

100,000 1

６．市民協働に関する事業 0 0

７．その他潮来市全体の発展
に寄与する事業

85,000 3

合　計 445,000円 7件

　平成20年４月の税制改正に伴い、平成20年７月より「ふるさと納税」制度を開始しましたところ、皆様か

ら、たくさんのご寄附をいただきました。

　この度、寄附金についてのご報告をさせていただきますとともに、あらためてお礼申し上げます。

 お問合せ 潮来市　秘書政策課　TEL.６３-１１１１　内線２０８

※平成21年３月31日までに寄附をしていただいた実績です。

　　　　 お問合せ 潮来市食生活改善推進員連絡協議会

　　　　　　　　　事務局　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

平成20年度　ふるさと納税　実績報告
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指導者　大川　英世・指導料　１か月　5,000円（入会費なし）

●通信添削部（http://www14.ocn.ne.jp/~ohkawa/）　21年度 一次合格 16人

☆通学学習部（毎年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 通添・通学教室

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！

　 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）

TEL
FAX

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）

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

《広　告》

　例えば、右の写真のように毎日の暮らしの中で、

困っていること、望んでいることはありませんか？

　こんな時、行政相談委員にご相談ください。下記

のとおり行政相談所を開設いたします。

　ご相談は、無料・秘密厳守です

【日　時】　10月21日（水）　午後１時～３時

【場　所】　津知公民館（学習室２）　　

　　　　　　　行政相談委員　木内　洋子さん

　　　　　　牛堀公民館（相談室）

　　　  　　　行政相談委員　明間　愛子さん

障害児福祉手当
　日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の障

害児に支給されます。

　対象者は20歳未満で、精神または身体に重度の障害があ

るために、在宅での日常生活において常時介護を必要とす

る方で①身体の機能の障害または長期の安静を必要とする

病状のため常時介護の必要な方（おおむね身体障害者手帳

１、２級程度、またはその他疾患で重度のもの）。②重度の

知的障害者、精神障害によって常時介護を必要とする方。

【支給要件】

　①福祉施設に入所中は対象となりません。

　②20歳に達すると受給できません。

　③受給者本人、扶養義務者の所得制限があります。

　④障害児が障害を事由とする公的年金を受給している場

合対象となりません。

【支給月額】　　月額　14,380円
（２月・５月・８月・11月に各月の前月分まで支給）

扶養親族の数 ０人 １人 ２人
３人以降の加算額

（１人につき）

本人の所得額 3,604,000 3,984,000 4,364,000 380,000

配偶者及び扶養義務者の所得額 6,287,000 6,536,000 6,749,000 213,000

　　 お問合せ 潮来市　秘書政策課
　　　　　　　TEL.６３-１１１１　内線２０５

 お問合せ 潮来市　介護福祉課　介護福祉グループ　TEL.63-1111　内線393

【特別障害者手当・障害児福祉手当の所得制限】

＊本人の所得には、非課税の公的年金等を含みます。

（潮来地区・木内洋子委員による改善事例：

　国道51号曲松交差点標識に市道が書き入れられました。）

＊対象に該当する方は、医師の診断書（所定の用紙（省略できる場合もあります））が必要になります。
詳細については下記までお問い合わせ願います。

特別障害者手当
　日常生活において、常時特別の介護を必要とする

20歳以上の在宅重度障害者に支給されます。対象者

は　20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障

害があるために、在宅での日常生活において、常時

特別の介護を必要とする方で①重度の障害（身体障

害者手帳１、２級程度、または知的障害、精神障

害、その他疾患で重度のもの）が重複している方。

②重度の障害の状態にあり、日常生活において①と

同程度の介護を必要とされる方。

【支給要件】

　①入院中または福祉施設入所者は対象になりません。

　②受給者本人または扶養義務者等（配偶者もしく

は扶養義務者）の所得制限があります。

【支給月額】　月額　26,440円　

（２月・５月・８月・11月に各月の前月分まで支給）

（単位：円／年）

10月19日（月）から25日（日）は「秋の行政相談週間」です
～めざそう　住みよい　まちづくり　行政相談～　

特別障害者手当・障害児福祉手当　支給のお知らせ

《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
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《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》

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

　茨城県水郷県民の森は、身近なみどりとして、県民が自然に触れあいながら、保健休養の場として活用するとと
もに、自然に関して学習することのできる施設として、家族連れでのピクニック、スポーツ、更にはボランティア
活動の拠点として、多くの方に利用されています。
　また、近年では、グラウンドゴルフを楽しむ県民が増加しており、茨城県水郷県民の森においてもグラウンドゴルフが
できる施設利用が望まれていました。そこで当施設においても、９月１日から、水郷県民の森第５駐車場隣の芝生広場
（潮来工業団地入口交差点近くの芝生広場）で、グラウンドゴルフができるようにしましたので、ご活用ください。
　詳しい手続きや予約方法等については、茨城県水郷県民の森管理
事務所までお問い合わせください。

　子育て応援特別手当は、平成15年４月２日から平成18年４月１日までに生まれたお子さんがいる世帯の住民基本
台帳、外国人登録原票上の世帯主に対して、対象となる子ども１人当たり３万６千円が支給されます。
　いろいろなご事情で、どうしても今お住まいの市区町村に住民登録できないＤＶ被害者の方は、事前申請をする
ことにより受給できますので、手続きをしてください。

○受付場所は、今お住まいの市町村窓口です。

【申請期限】

　10月30日（金）　※期限厳守

　申請期限を過ぎると、事前申請は受け付けられません。
　この場合は、住民登録がされている市区町村へ郵送によ
り申請を行うこととなります。事前申請書と同じ書類の添
付が必要です。（世帯主からの申請が受け付けられる前に
申請を行うことが必要です。）

【支給方法】

　住民登録されている市区町村から指定口座へ振り込みと

なります。

【支給時期】

　事前申請に基づく支給は、事前申請書を提出している市
区町村ではなく、住民登録・外国人登録がされている市区
町村から支給されるため、支給の時期はそれぞれの市区町
村で異なります。

【必要な書類】

　１　事前申請書

　　　社会福祉課窓口、厚生労働省ホームページ

（http://www.mhlw.go.jp/za/0805/d81/d81.xls）
などで入手できます。

　２　ＤＶ被害者であることが確認できる次のい

ずれかの書類

　　（対象となる子どもについても記載がある

こと） 

　　　①配偶者暴力相談支援センターの発行する

証明書

　　　②婦人相談所の発行する証明書

　　　③保護命令決定書の謄本または正本

　３　振込口座の通帳の写し

※ＤＶ被害者以外の方　申請方法や受付開始時期等については、12月以降のご案内となります。

  お問合せ 茨城県水郷県民の森管理事務所
　　　　　 TEL.０２９９-６４-６４２０
　　　　　 FAX.０２９９-６４-２０８５
　　　　　 ＨＰ：http://www.ibaraki-suigou.jp/
　　　　　 時間：午前８時30分から午後５時まで

配偶者からの暴力（ＤＶ）被害者の方へ
～平成21年度版　子育て応援特別手当のお知らせ～

茨城県水郷県民の森からのお知らせ
～９/１日からグラウンドゴルフができるようになりました～

 お問合せ 潮来市　社会福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３８０
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《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

《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
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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

11月の図書館カレンダー

今月の本棚（11月）

大岡　昇平（1909年３月６日～1988年12月25日　小説家・フランス文学翻訳家）

「俘虜記」「新しい俘虜と古き俘虜」「武蔵野夫人」

「野火 愛と青春の名作集」「野火ジュニア版 日本の文学」

「全集現代文学の発見　第１巻～第16巻」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

11 ７日(土)
トムとジェリー　アカデミー・

コレクション
アニメ 子ども向け

８日(日) サッド・ムービー 外国映画 チョン・ウソン／イム・スジョン／出演 青少年・大人向け
21日(土) トンデモネズミ大活躍 アニメ 子ども・青少年向け
22日(日) さよなら、クロ 日本映画 妻夫木　聡／伊藤　歩／出演 青少年・大人向け

図書館員おすすめの本

　新型インフルエンザの感染が拡大しています。図書館では、イン

フルエンザの予防対策に関した本の紹介・貸出、参考になる情報な

どを紹介します。ぜひご利用ください。

広報いたこ 2009
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お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

　「なにをたべてきたの？」「あかがいちばん」「おおきくなったら

なんになる」「ひつじくんのほしいもの」「ふしぎなあおいバケツ」

など『アート・色の絵本』を集めました。

10

27

10

27

11

10

11

11月１日（日）午後２時～２時30分

色のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

11月５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

11月14日（土）午後２時～２時30分

冬じたくのおはなし
いたこおはなし会

11月19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

11月28日（土）午後２時～２時30分

おしごとのおはなし
うしぼりおはなし会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

 

：

10

24

：

10

24

11

1510

24

25

31

11

：

10

2410

15

11

45

：：：：

11

15

30

30

：

11

22

30

：：：

50

50

～インフルエンザ・感染症～11月

11月の児童テーマ棚　～色・いろいろ～
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7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

4

11

18

25

3

10

17

24

5

12

19

26

6

13

20

27

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）
（H20.11月生）

＋当番医

仲沢医院563-2003

大生巫女舞神事
＋当番医

延方クリニック
566-1873

潮来市防災訓練
（日の出小）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

３歳児健診（か）
（H18.8月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）子育て広場（中）
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）
（H20.4月生）

こころの健康診断（か）
いきいき健康体操（か）

子育て広場（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）

文化の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.3月生）

上戸の獅子舞

＋当番医

大久保診療所
562-2506

November

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

勤労感謝の日

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）

広報いたこ 2009
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月11

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H21.6月生）

＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）

潮来
シリーズ

第38回

潮来市の誇れる文化

ヤ
マザクラの一種であり、花は一般的なヤマザクラより

濃艶
のうえん

であり、ピンク味を帯びて美しく、ヤマザクラのよ

うに葉があまり伸びないうちに、花が満開になり、それは見事

なものでした。

　昭和47年６月10日に天然記念物の指定を受けましたが、平

成に入ってから樹勢
じゅせい

が衰
おとろ

えてきたので、平成12年１月18日、

このヤマザクラの措置についての諮問
し も ん

がなされ、天然記念物の

解除にいたりました。（樹齢約170年）

　大生原小学校の『オオヤマザクラ』は、現在では樹勢がなく

なってきています。子どもたちを夏の暑い陽
ひ

射
ざ

しから守り、春

には満開の花を付け、そして花吹雪。私の母校なので、その花

の見事さは実際目の当たりにしていますし、木造校舎に良く似

合うものでした。

　見事な開花を百何十回となく繰り返してきたこのオオヤマザ

クラは、十年ほど前に接
つ

ぎ木され、その子孫が十六本校庭に植

えられて花をつけるようになりました。

　やがて私たちがいなくなり、このオオヤマザクラが大木に

なった頃、満開の花を観た人た

ちが、過去に思いを寄せ、『オオ

ヤマザクラ』が受け継がれてい

くことを願うものであります。

　潮来市文化財保護審議会委員

　　　　　　　　　小沼　善和

継承 オオヤマザクラ
　　　　　　（田の森のオオヤマザクラ）

行細
なめくはし

の国魅力あふれ
るさとづくりシンポ
ジウム（中）

潮来市市民文化祭

潮来市市民文化祭



人口のうごき 10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

10月８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

10,693世帯 （－ 5）15,530人15,188人 （－17）（－21）30,718人（－38）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス
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案山子
か か し

作りに挑戦！
～八代地区環境保全会～
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　八代土地改良区内の農地を地域ぐるみで

守っていくため、今年４月に八代地区環境

保全会が発足しました。芝宿と横須賀の行

政区、こども会、消防団、八代土地改良区

が構成団体となり、地域ぐるみで農村の資

源を保全管理しています。

　保全会では、地域交流の一環として、子

供たちと一緒に昔の田園風景には欠かせな

い案山子の製作に挑戦しました。子供たち

はもちろん、大人も作るのは初めてとのこ

とで、皆で意見を出し合い、試行錯誤しな

がらもオリジナリティあふれる作品ができ

あがりました。上戸のコスモス団地に立て

られたカカシたちは、一風変わった風景を

醸し出し、来場する人たちの目を楽しませ

ています。


