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今
年も、多くの観光客の皆

さまに来ていただこうと、

水郷潮来観光協会、潮来市商工

会役員、あやめ娘、娘船頭でＰ

Ｒ隊を結成し、さまざまな活動

を行いました。今年は、例年

行っている各マスコミへの訪問

や記者発表、茨城県庁への表敬

訪問だけでなく、積極的に県外

の方々に対して、「水郷潮来あ

やめまつり」の周知活動を行い

ました。

　５月１日（土）に行われた、

「2010ファミリーJoinデイズ」

では、12名のあやめ娘が33,000

人の観衆を前にＰＲを行い、ス

タジアムを沸かせました。５月

14日（金）には、東京都台東区

長のご紹介により、浅草寺や上

野駅、千葉駅にてＰＲ活動を行

い、多くの方々に「水郷潮来あ

やめまつり」をアピールしてま

いりました。

　さらには、５月29日（土）、

茨城空港ターミナルビルでＰＲ

活動を行い、行列ができるほど

盛況に行うことができました。

小谷野顕治選手にもＰＲしていただいたファミリーＪｏｉｎデイズ

吉野弘台東区長を表敬訪問

ＪＲ上野駅長を表敬訪問 ＪＲ千葉駅にてＰＲ活動

浅草寺にて外国の方にもＰＲ 茨城空港にて



Wedding ship
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前列　左から　青木　真由美さん、浅野　さくらさん、内野　恵梨さん、大堀　ユリエさん、金田　優香さん、坂本　ちづるさん

後列　左から　園部　真理さん、額賀　亜紀さん、松田　朋子さん、松本 悠子さん、本村 千尋さん、

　　　　　　　ナッタンリゲー・クリスミ・ヒロシマさん、パーカー・ローレンさん

嫁入り舟　今年の注目はココ！嫁入り舟　今年の注目はココ！

　水郷情緒あふれる優雅な「嫁入り舟」は、あやめまつ

りの風物詩となっており、人気のイベントの一つです

が、今年は更なる進化を遂げました。ポップアップやミ

ストの噴水が二人の門出を祝福する中、花婿が噴水施設

「ＷＡｉＷＡｉファンタジア」にて花嫁の到着を待ちます。

　その後、二人は噴水の前で永遠の愛を宣言し、潮来市

から「水郷潮来“愛”宣言カップル」の認定証が贈呈さ

れます。花嫁、花婿だけなく、ご家族、ご友人の方々に

とっても思い出に残る演出となっております。ぜひ、皆

さまも実際にお越しいただき、ご家族と一緒に二人の門

出を祝福してみませんか。

撮影　水郷潮来観光協会　村田　康次　氏



水郷潮来あやめ娘

MessageMessage
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水郷潮来あやめ娘

あやめ娘からのメッセージあやめ娘からのメッセージ
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（２）第２次試験　適性検査等、口述試験等とします。　　 （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 ６名程度
昭和56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卒業見込み

の者

　　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

（作文を含む）

Ａ

大学卒

一般的知識、知能について大学で履修した程度の問題について、択一式による

筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

Ｂ

短大卒・高校卒等

一般的知識、知能について高校で履修した程度の問題について、択一式による

筆記試験を行います。作文は主として文章表現力等について試験を行います。

（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。

　　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。

・Ａ４判サイズの返信用封筒（角形２号）

　（※あて先を明記して120円分の切手を貼ること）

・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）を明記した書類（様式任意）

（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

担当　草野・崎岡

（３）受付期間

　７月１日（木）～７月30日（金）

　土日・祝祭日は除きます。

　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７月30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。）

　　　　　　受験票に貼付する写真のほかに、写真１

枚を添えてください。なお、写真の裏に

は２枚とも氏名を記入してください。

イ　長３サイズの定形封筒（受験票送付用）　

　　（※あて先を明記して380円分の切手を貼ること）

ウ　受験料　　不要

（注）１．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。　

　　　２．作文については、教養試験が基準点に達しない方については採点しません。

（１）第１次試験

　　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

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23年４月１日を予定しております。

６．受験手続及び受付期間

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

平成22年度　潮来市職員（平成23年４月採用）試験案内

申込受付期間　７月１日（木）～７月３０日（金）

（平成22年４月１日現在）

８．その他
　　受験申込者には受験票を後日簡易書留にて送付します。

５．給　　与

（１）第１次合格者の発表は、10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、12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。

４．合格者の発表

３．試験日及び試験場

区　　分 第１次試験
第２次試験

（１）適性検査等 （２）口述試験等

日　　時 ９月19日（日） 10月下旬頃 11月中旬頃

試験会場 茨城大学（水戸市文京２丁目１番１号） 第１次試験合格者に通知します



非自発的離職者の
国保税を軽減します
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 低所得世帯に対する軽減割合の変更

　従来の軽減措置は、均等割額及び平等割額を６割・４割減額するものでしたが、平成22年度課税分からは、軽減

割合を７割、５割に変更し、新たに２割軽減を新設いたします。軽減が適用になる基準は、下記のとおりです。

　軽減措置の適用については、特に申請の必要はありません。しかし、基準を下回っていても住民税等の所得が未

申告の場合は、軽減されません。収入がない方も必ず申告してください。

軽減割合 前年の世帯総所得金額等

７割 33万円以下

５割 33万円 ＋（24．5万円×世帯主を除く被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数）以下

２割 33万円 ＋（35万円×被保険者と特定同一世帯所属者の合計人数）以下

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１　内線１２３

　国の法改正に伴い、平成22年度課税分から医療分限度額（47万円→50万円）、長寿

分限度額（12万円→13万円）に変更になります。

※特定同一世帯所属者とは、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に移行する直前の医療保険が国保の人です。

限度額の変更

◎軽減の内容　前年の給与所得をその１００分の３０とみなして、国民健康保険税を算定します。

　平成22年４月から、お勤めされていた会社等をやむを

えず離職された方（非自発的離職者）に対して、国民健

康保険税が軽減されます。

◎申請方法　

　対象者の条件に該当している方で、この軽減措置

を受けるためには、特例対象被保険者であるむねを

申請する必要があります。

・申請に必要なもの　

・対象者の国民健康保険被保険者証

・雇用保険受給資格者証（原本）

・印　鑑

※雇用保険受給資格者証がない場合は、申請受

付ができません。紛失された場合は、ハロー

ワークで再発行の手続きをしてください。

・申請場所　

　潮来市役所　市民課　国保年金Ｇ（窓口３）

離職日 軽減対象期間
Ｈ21年３月31日
　　～Ｈ22年３月30日

Ｈ22年度末まで
（Ｈ22年度の保険税が対象）

Ｈ22年３月31日
Ｈ23年度末まで

（Ｈ22・Ｈ23年度の保険税が対象）

Ｈ22年４月１日
　　～Ｈ23年３月30日

Ｈ23年度末まで
（Ｈ22・Ｈ23年度の保険税が対象）

雇用保険受給資格者証

お問合せ　潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１　内線１３１

離職年月日が平成21年３月31日以降であること。
離職理由コード番号が、11・12・21・22・31・32・23・33・34のいずれかであること。

◎軽減の期間

　保険税の軽減措置の期間は、離職日の翌日の属する月か

ら、その月の属する年度の翌年度末までとなります。

①支給番号 ②氏　名 ③被保険者番号

④性　別 ⑤離職時年齢 ⑥生年月日 ⑦支払方法（金融機関コード-記号（口座）番号）⑧求職番号 ⑨認定日

⑩住所又は居所

⑪求職申込年月日 ⑫資格取得年月日 ⑬離職年月日　理由 ⑭受給期間満了年月日 ⑮基本手当日額

⑯離職時賃金日額 ⑰60歳到達時賃金日額 ⑱所定給付日数 ⑲特殊表示（災害時、一括、巡相、市町村）

１ 離職年月日が、平成21年３月31日以降であること。

２ 離職時点で65歳未満であること。

３ 「雇用保険受給資格者証」の離職理由に次のいずれかのコードが記載されていること。

　 特定受給資格者理由コード（11・12・21・22・31・32）…（例）倒産・解雇などによる離職
　 特定理由離職者理由コード（23・33・34）…………………（例）雇い止めなどによる離職

非自発的離職者の
国保税を軽減します

※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き

対象となりますが、会社の健康保険に加入し、国保

の資格を喪失した場合は、軽減措置は終了します。

※国民健康保険加入日は、離職日の翌日となります。

対　象　者
（１～３を

すべて満たす方）

低所得世帯に対する国保税軽減割合の変更低所得世帯に対する国保税軽減割合の変更
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　４月28日（水）、潮来ロータリークラブ（深谷英

久会長）の社会奉仕活動の一環として日の出第２近

隣公園（ひょうたん池）の周囲８カ所に計400本の

アジサイが植えられました。当日は好天にも恵ま

れ、日の出小学校の児童100名以上がロータリーク

ラブ会員とともにアジサイの植栽にはげみました。

アジサイの植栽

　４月27日（火）、徳島小学校裏の「徳竜田」で、

全校児童による田植え集会が行われ、高学年の児童

が低学年の児童に手本を見せるなどして、上手に植

えることができました。尻もちをつくなどして、泥

まみれになりながらも、楽しそうに笑顔で作業して

いる姿が印象的でした。

　この秋には実った稲を手刈りで収穫して、11月に

開催される三世代交流事業「ふれあいまつり」での

餅つきに使用します。

徳島小学校田植え集会が開催されました

　５月13日（木）、かすみの郷公園で、潮来市高齢

者クラブ連合会（飯田富美男会長）主催による「第

10回市長杯クロッケー・輪投げ大会」が開催されま

した。当日は好天にも恵まれ、500名以上の参加が

あり、大会は大いに盛り上がりました。

　今大会クロッケーの部・輪投げの部で優勝された

新町あけぼのクラブ、江寺江楽会は秋に行われる

「茨城ねんりんスポーツ大会」に潮来市代表として

出場します。

市長杯クロッケー・輪投げ大会

クロッケーの部

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　下町協和クラブ

第３位　米島長寿会

敢闘賞　古高長寿会

クロッケーの部優勝 新町あけぼのクラブ

輪投げの部優勝　江寺江楽会

輪投げの部

優　勝　江寺江楽会

準優勝　小泉老人クラブ

第３位　西永山永友会

敢闘賞　水原２区長寿会

　５月２日（日）「道の駅いたこ」臨時駐車場隣の

空き地に、油圧ショベルやミニショベル、高所作業

車などの建設機械体験コーナーと消防車などの働く

乗り物コーナーが設けられました。これは、直接ふ

れる機会の少ない建設機械にふれられる貴重な体験

の場を子どもたちに提供したいと、潮来青年会議所

（沼田豊基理事長）が企画したもので、今回で３回

目の開催となります。

　体験コーナーでは重機を使ったスーパーボールす

くい、高所作業車スカイマスターによる高所体験が

行われたほか、豪華賞品の当たる大抽選会も行わ

れ、会場は大いに盛り上がりました。

　大型連休を利用し県外から来たという親子に話を

聞くと、「昨年に続き、２度目の参加。来年もぜひ

来たい」と話していました。

ちびっ子わくわく重機体験
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City News Flash

　５月３日（月）～５月４日（火）に行われた「第

９回北関東選抜大会」に出場し、大会二連覇を果た

した水郷マスターズの皆さんが優勝報告のため、市

役所を訪れました。青木監督は「二連覇は大会史上

初めての快挙。普段の練習の成果を存分に発揮でき

た。」と述べられ、 田市長からも「大会初の偉業

を成し遂げられたことは、本当に素晴らしいこと」

と快挙を成し遂げた水郷マスターズの皆さんと一緒

に勝利を喜びました。

水郷マスターズ大会初の二連覇

大川　尚昱さん　就任

　ＪＡなめがたの理事

改選により４月20日

（火）付けで大川尚昱

さん（釜谷）が市農業

委員に就任しました。

任期は平成25年２月２

日までとなります。ま

た、前任者の笹本孝之

さんには長年にわたり農業委員としてご尽力いただ

きました。厚くお礼申し上げます。

潮来市農業委員　就任

・清水次郎長会 15,750円
・大塚野　四季の会 10,000円
・押し花　潮来華の会 7,659円
・潮来ライオンズクラブ 80,000円
・佐藤　淑子 20,000円

善意銀行 （５月分・敬称略）

　４月21日（水）、鹿島アントラーズクラブハウス

で、潮来市大規模稲作研究会（飯田和男会長）か

ら、Ｊリーグ４連覇を目指すアントラーズへ「あや

めちゃんコシヒカリ」２俵が贈呈されました。「あ

やめちゃんコシヒカリ」は、ワールドカップ南アフ

リカ大会の日本代表に選出された岩政選手会長に贈

呈され、飯田会長から「あやめちゃんを食べていた

だき更なる活躍を期待しています。」と激励の言葉

がありました。また、岩政選手からは「おいしいお

米をありがとうございます。早速選手寮で食べたい

と思います。皆さんの期待に応えられるよう頑張り

ますので、スタジアムでの応援をお願いします。」

とお礼の言葉がありました。

ワールドカップのメンバーに選出された岩政
選手へ、あやめちゃんコシヒカリを贈呈！

　４月26日（月）、

潮来市立延方幼

稚園（内田正雄

園長）の園児21

名と先生４名が

辻地区にてたけ

のこ掘りを楽し

みました。応援

にかけつけた

田市長とともに大きな歓声をあげながら、たけのこ

を一本一本掘り、竹林は子ども達たちの笑顔であふ

れていました。

たけのこ掘り

《広　告》

事務所　千葉県香取市山之辺1463-7（国道51号線沿い）

　　　　　　　　　　　　   FAX 0478（58）2808
　　　　　　　　　　　　   携帯 080・5030・5665鈎0478（58）2777㈹

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 黒田 良一
司 法 書 士

借金を整理して生活を楽に
あなたのお困りごと無料相談室
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

　４月30日（金）、中央公民館で、第２回潮来市自治基本条

例策定委員会（久保隆委員長）が開催されました。今回の

委員会は、条例策定のための基礎研修として、東海村自治

基本条例アドバイザーとして条例策定にたずさわった、茨

城大学人文学部の佐川泰弘教授を講師にお招きし、「自治基

本条例のつくり方」をテーマとした講演をいただきまし

た。佐川教授は講演の中で、「市民がたたきあげてつくった

自治基本条例は、その後の市民活動の活性化につながる。

東海村では、条例案を策定委員が住民懇談会の場で市民へ

説明するなど、これま

で行政が担っていた面

についても、策定委員

（市民）が行った。」と

話されました。

　佐川教授の講演後の

質疑応答の時間では、

策定委員から活発な質

問、意見が出され、ま

ちづくりへの熱い思い

が伝わる委員会でした。

自治基本条例策定委員会が開催されました

《講演内容》

Ⅰ　自治基本条例とは

　　１ 自治基本条例とは何か

　　２ 自治基本条例の必要性

　　３ 必要性をめぐる疑問に答えて

Ⅱ　自治基本条例のトレンド

　　１ 大まかな動向

　　２ 内容の傾向　

　　３ 市民協働立法（策定の方法）

　　４ 10のポイント

Ⅲ　自治基本条例の内容
　　（検討すべき内容）

　　１ 前文

　　２ 基本的な事項

　　３ まちのあるべき姿

　　４ 市民の権利・責務　

　　５ まちづくりの基本原則

　　６ まちを創造する仕組み

　　７ 市民のための行政

　　８ 市民のための議会

　　９ 活き活きと活動する市民・市民活動団体

　　10 外部の機関や人々との連携

　　11 実効性の確保　

Ⅳ　東海村の経験から

ＴＥＬ　０２９９（９１）１１７１（完全予約制）
茨城県神栖市大野原４－７－１ 鹿島セントラルビル本館８階

http://kamisuhimawari.com/

借金の整理 交通事故 離婚
まずは弁護士にご相談ください

弁護士 柴田　大輔（茨城県弁護士会所属）

神栖ひまわり基金法律事務所水の郷のところてん
（棒状のところてんもあります）

木綿とうふ・絹とうふ・胡麻とうふ・寄せとうふ・
油揚（いなりずし用有）・がんも・生揚・コンニャク・シラタキ

〒311-2436　茨城県潮来市牛堀２５-４
TEL ０２９９-６４-２２０２　FAX ０２９９-６４-６８８８

福田屋食品

水の郷のところてん
（棒状のところてんもあります）

暑い夏をのりきる

さっぱり！ おいしい！ ヘルシー!!

《広　告》 《広　告》
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2

　平成22年度から新たに実施される戸別所得補償モデル対策（水田利活用自給力向上

事業、米戸別所得補償モデル事業）の加入申請受付は６月30日までとなっております

のでお急ぎ下さい。

　加入申請書等の提出先は最寄りの地域水田農業推進協議会又は茨城農政事務所（計画

課、各地域課）となります。

モデル対策の交付金を受け取るために

　　お問合せ　　関東農政局茨城農政事務所　食糧部計画課 　TEL.０２９-２２１-２１８６
　　　　　　　　ホームページ【http://www.maff.go.jp/j/seisaku/kobetu_hosyo/index.html】

　主食用米の「生産数量目標」の確認をして下さい
　米のモデル事業の交付金を受け取るためには、主食用米の「生産数量目標」を守っていただ

く必要があります。また、調整水田等の不作付けで生産数量目標を達成する場合は、「調整水田

等の不作付地の改善計画」を市町村に提出してください。

　「加入申請書」と「作付面積確認依頼書」を提出して下さい
　モデル対策に加入するためには、「加入申請書」と「作付面積確認依頼書」を４月１日

から６月30日までに最寄りの地域水田農業推進協議会又は茨城農政事務所計画課、各

地域課）に提出してください。

※「作付面積確認依頼書」は、地域水田農業推進協議会から配布された水稲生産実施計画書

（営農計画書）を代用することができます。

・販売農家であることを確認できる書類
　「水稲共済細目書異動申告票の写し等」（水稲共済当然加入面積以上の作付け者等）

　「農協等の入庫票の写し、販売伝票の写し等」（水稲共済当然加入面積未満で共済に

加入しない者）

・必要に応じて添付する書類（例）
　集落営農の場合は、「規約」、「構成農業者名簿」、「共同販売経理の確認できる書類」

　　ブロックローテーションの維持等の営農上の理由で、本人名義以外の口座で交付

金を受領する場合は、「口座名義人に対する委任状」

　平成22年４月から潮来市役所総務課窓口で県民交通災害共済加入

受付を行っております。

　平成22年度の県民交通災害共済加入については、母の会の皆様に

よる個別訪問は行っておりません。そのため、県民交通災害共済に

引き続き加入をご希望される方は、大変申し訳ありませんが、市役

所総務課で加入の手続きを行ってください。よろしくお願いします。

◎会費について

期　別 申　込　期　間
会　　　　　費

一　　般 中学生以下

前　期 ２月１日～９月29日 ９００円 ５００円

後　期 ９月30日～３月30日 ４５０円 ２５０円

　県民共済加入の申し込みされた日の翌日から翌年３月31日までが対象となります。例えば５月13

日に申し込みした場合、翌日５月14日から共済期間の対象となります。そのため、加入申し込み当

日、交通事故により被害を受けた場合は、見舞金の支給対象にはなりません。また、平成22年４月

１日から加入日までの間に合われた事故が原因によるケガ等についても適用となりません。

①５月19日から県民交通災害共済の対

象となります。

②４月１日から５月18日までの間に事

故に合われた分のケガ等は県民交通

災害共済の対象にはなりません。

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

４月１日 ５月18日 ５月19日

共済期間開始日

例 ５月18日に総務課で加入申し込みをされた場合

県民交通災害共済加入の手続きはお済ですか？

◎共済期間について

受付期間　平成22年４月１日から６月３０日

加入申込日
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潮来市　日曜・祝祭日

急患 取扱い当番医表
平成22年７月～平成22年12月

●診療時間●　午前９時～午後４時まで

保存版

上記は予定であり、変更になる場合があります。
● 電話番号 ●

石 毛 医 院

大 久 保 診 療 所

常 南 医 院

飯 島 内 科

久 保 医 院

（62）2523

（62）2506

（63）1101

（66）0280

（64）6116

仲 沢 医 院

船 坂 医 院

牛 堀 整 形 外 科

延 方 ク リ ニ ッ ク

（63）2003

（66）1285

（64）2888

（66）1873

市外局番（０２９９）

１日

８日

15日

22日

29日

仲 沢 医 院

常 南 医 院

延方クリニック

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

8 月

５日

12日

19日

20日

23日

26日

飯 島 内 科

延方クリニック

石 毛 医 院

常 南 医 院

船 坂 医 院

久 保 医 院

４日

11日

18日

19日

25日

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

石 毛 医 院

久 保 医 院

船 坂 医 院

7 月

５日

12日

19日

23日

26日

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

石 毛 医 院

久 保 医 院

12 月

３日

10日

11日

17日

24日

31日

延方クリニック

仲 沢 医 院

大 久 保 診 療 所

牛 堀 整 形 外 科

飯 島 内 科

石 毛 医 院

10 月

３日

７日

14日

21日

23日

28日

久 保 医 院

牛 堀 整 形 外 科

船 坂 医 院

延方クリニック

常 南 医 院

仲 沢 医 院

平成22年５月１日付けで「久保病院」は「久保医院」に名称が変更となり、

診療所も牛堀650番から牛堀821番1に移転となりました。

《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
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茨城県青少年の
健全育成等に関する条例
　「茨城県青少年のための環境整備条例」が全面改正さ
れ、４月1日から「茨城県青少年の健全育成等に関する
条例」として施行されました。
　このコーナーでは、「茨城県青少年の健全育成等に関
する条例」について、毎回少しずつ紹介していきます。
青少年の健全育成等の推進に向けて、皆様のご理解とご
協力をお願いします。

茨城県青少年の
健全育成等に関する条例

◆少年の健全な育成は、青少年が、心身ともに健やかに成長し、社会とのかかわりを自覚しつつ自立した個人とし
ての自己を確立できるよう、青少年の発達段階に応じて行われなければなりません。

◆活力に満ちた地域社会の実現のために若者が行う活動の支援は、若者が、若者の活動に積極的に取り組み、その
能力を発揮できるよう行われなければなりません。

◆青少年の健全な育成及び若者の活動の支援は、県、県民、保護者、青少年育成者及び事業者が、それぞれの果た
すべき役割に応じて、相互に協力しながら一体的に行われなければなりません。

基本理念（第２条）

県の責務（第３条） 見直し

新　設

　　お問合せ　茨城県知事公室女性青少年課
　　　　　　　TEL.029-301-2183　FAX.029-301-2189　E-Mail　josei2@pref.ibaraki.lg.jp

シリーズ ご存じですか？

　県は、基本理念にのっとり、青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策を総合的に策定し、実施す
る責務を有します。

県民の責務（第４条） 見直し
　県民は、基本理念にのっとり、次のことを行うよう努めなければなりません。
　◆青少年のための良好な環境を整備する。
　◆青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守る。
　◆若者の活動の支援を積極的に行う。
※「県民」とは国籍を問わず、茨城県内に居住するものを指し、自然人のほか法人も含まれます。

保護者の責務（第５条） 新　設
　保護者は基本理念にのっとり、次により青少年を監護し、教育するよう努めなければなりません。
　◆青少年を健全に育成することについて第一義的責任を有するものであることを自覚する。
　◆青少年の健全な育成について理解する。
※「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいいます。

　今年は、５年に一度の　国勢調査　の年です。

　期日は、10月１日基準日で全国一斉に行います。調査対象は、す

べての世帯です。調査の結果は、国や地方公共団体の行政施策での

利用をはじめ、その他の基礎資料を得ることを目的としています。

また、個人の生活設計や企業の事業計画など様々な場面において利用

されています。

みなさんのご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

　　お問合せ　潮来市　総務課　統計グループ
　　　　　　　TEL.６３-１１１１　内線２３２

平成22年 国勢調査 のお知らせ
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お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

　一般ごみの年間排出量の約３割以上を生ごみが占めているとも言われており、生ごみ減量化に対して、家庭用電気

生ごみ処理機などをもちいた一般家庭での取組みなどが、大変重要になってきています。

　そこで潮来市では、家庭から出る生ごみの減量と堆肥化を進めるため、コンポスト容器・ボカシ肥料専用容器（EM

処理容器）・家庭用電気式生ごみ処理機の購入に助成を行っています。コンポストや生ごみ処理機で生ごみを処理すれ

ば、堆肥として野菜や庭木の肥料に使うことができ、ごみを減らすことができます。助成を希望する方は、必ず購入

前に環境課までお問い合わせください。なお、補助金は、予定額に達した時点で締め切らせていただきます。

生ごみ処理機を使えば お台所はいつも清潔！

対象機器 容量 対象数 補助額

コンポスト容器 70リットル以上 １世帯２容器まで
１容器購入額の２分の１
（3,000円を限度）

ボカシ肥料専用容器
（EM処理容器）

18リットル以上 １世帯２容器まで
１容器購入額の２分の１
（3,000円を限度）

家庭用生ごみ処理機
家庭用として市販
されているもの

１世帯１機のみ
１容器購入額の２分の１
（30,000円を限度）

・潮来市に住民登録があり、居
住していて生ごみ処理機器で
作った堆肥を自家利用できる
世帯（事業者を除く）

・これまでに補助金の交付を受
けた世帯では、補助金交付後
５年を経過していること

◎補助の対象となる生ごみ処理機器 ◎補助要件

eco vol.3

～“キャンドルナイト”ご存じですか？～
　「電気を消して、スローな夜を」をテーマに毎年夏至の日の夜、２

時間だけ灯りを消して節電しよう！というよびかけです。

　ご家庭で簡単にエコキャンドルを作ってみませんか？

「廃油のリサイクル」と「電気を消すこと」
　　　　　　　　　　　　　　　ダブルでいいエコ、まちがいなし。

廃油100ml・廃油凝固剤 ６ｇ・ク

レヨン（好きな色）・空きビン（卵

の殻でもＯＫ）・たこ糸・わりばし

１　廃油は使う前に漉
こ

しておく

２　キャンドルに色をつけるた

め、クレヨンを細かくきざむ

３　タコ糸を適当な長さに切り、

芯にする

４　フライパンの中で廃油を温め、

きざんだクレヨンを入れる

５　廃油凝固剤を入れてかき混

ぜ、固まってしまう前にビン

（卵の殻）に入れる

６　芯がキャンドルの中心になる

ように、割り箸ではさんで整

え、ビンの上に置く

７　さめて固まったらできあがり

作り方

 

材　料

エコキャンドル
（廃油ろうそく）の作り方

コンポストや生ごみ処理機で生ごみを減らそう

《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》

※指導歴45年（門下生に日展入選・読売展・県展入賞・入選・師範多数）

※幼稚園生から八十歳超まで

日本書作院副理事長・読売展理事・企画委員・審査員・茨城書道美術

振興会理事長・茨城県展委員・審査員を歴任・茨城書壇の第一人者

詳しくは

TEL 0299-66-2477 宍倉 風まで

潮来市潮来437-1

宍倉 風書道教室
生徒募集（入会随時）

廃油でエコキャンドルを作ってみませんか？廃油でエコキャンドルを作ってみませんか？
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潮来市では、

60歳以上の方のうちの、10人に１人が、心筋梗塞や狭心症になりました。

60歳以上の方のうちの、13人に１人が、脳梗塞や脳内出血などになりました。

潮来市全体の、２人に１人は、平均寿命より若くして亡くなりました。

そのうち、５人に１人は、定年を待たずして亡くなりました。

そのうち８割の方が、病気で亡くなりました。

それも、予防できた、または早く見つけて治療できた病気です。

　　健診で血液を検査すれば、予防できたのに、
　　　　　　　気づかないままになっている方がとても多いのです。

（上記は平成20年度実施の調査に基づくデータです。）

定期的に血液検査をしている場合でも、生活習慣病予防に関する

全ての項目を調べているとは限りません。（治療に必要な部分だけ

を検査しています）

「治療」と「健診」は別です。ぜひ健診にもお越しください。

また、かかりつけの病院で、「健診」を受けることも可能です。

健 診 開 催 日 会　　　場

７月４日（日）、５日（月）、６日（火）、７日（水）、８日（木）、11月７日（日） 日の出中央公民館

７月11日（日）、11月６日（土） 潮来保健センター

７月13日（火）、14日（水） 潮来公民館

７月12日（月）、15日（木）、20日（火）、26日（月）、27日（火）、11月８日（月） かすみ保健福祉センター

７月23日（金） 大生原公民館

７月21日（水）、22日（木） 延方公民館

～お持ちの保険証で、健診が異なります。～

国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方→　潮来市の特定健診を受けてください。

会社等にお勤め（社会保険、共済保険）の方　　→　お勤め先での特定健診を受けてください。

社会保険、共済保険等の「扶養」に入っている方→　お勤め先にご確認ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市の健診が受けられることがあります。）
☆国民健康保険に加入している方で40歳以上の方には、昨年と同様に受診券をお送りします。

☆今年は、19歳から39歳の方にも、受診券（ハガキ）をお送りします。

こんにちは！保健センターです!!

特定健診 に、来てください!!

今年も７月実施

　　　　　　お問合せ　潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１
　　　　　　　　　　　潮来市　かすみ保健福祉センター　　TEL.６４-５２４０

血圧などで病院に
通院している方も、
特定健診は必要です！

現在の２倍に増やさないと

これ以上、医療費を増やさないために、

潮来市では、平成２４年度までに、特定健診を受ける方を、

　　　　　　　　　　　　なりません!!
たくさんの方に受けていただくため、

負担金（今までは500円）を無料にしました！
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地区名 江寺 川尾 将監 新町 築地 貝塚 後明 津知全体

52%まであと何人？ 8 20 20 16 12 8 59 143 
65%まであと何人？ 21 40 38 29 20 12 91 252 

地区名 日の出７ 日の出２ 日の出５ 大洲 日の出３ 日の出４ 日の出６ 日の出８ 日の出１ 日の出全体

52%まであと何人？ 16 33 21 12 8 8 25 38 54 214 
65%まであと何人？ 33 63 41 22 14 13 40 60 81 367 

地区名 水原２ 大賀 水原１ 大生 水原３ 釜谷 大生原全体

52%まであと何人？ 10 17 19 21 24 17 109 
65%まであと何人？ 18 28 31 34 37 27 175 

曲松 延方全体

54 329 
77 567 

堀之内 牛堀全体

30 271 
45 459 

五丁目 二丁目 八丁目 潮来全体

19 32 11 233 
29 49 16 423 

昨年受けてくださった方は、
ご家族、ご友人も…。

大切な方の健康のためにも、
ぜひ健診にお誘いください!!!

大生原地区

日の出地区

津知地区

計算してみました。

潮来市国民健康保健加入者　 の

 受 診 率

 40～（74歳）
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地区名 大山 下田 新宮 福島 洲崎 西区 須賀 前川 小泉 東区 徳島 古高 米島

52%まであと何人？ 3 17 26 8 24 24 34 4 51 21 30 21 11 
65%まであと何人？ 36 36 50 15 44 42 57 7 80 32 45 31 16 

地区名 古宿 牛堀２ 宿 横須賀西 牛堀１ 横須賀東 赤須 台上戸 永山西 芝宿 清水 永山東 茂木

52%まであと何人？ 4 11 5 20 19 14 15 18 18 46 21 36 13 
65%まであと何人？ 10 26 12 39 35 25 25 30 30 73 33 56 20 

地区名 三丁目 十四番 四丁目 下丁 西丁 十番 上丁 七軒町 あやめ 浜丁 六丁目 大塚野 七丁目

52%まであと何人？ 1 1 14 11 21 9 12 6 23 9 11 40 12 
65%まであと何人？ 5 3 33 26 43 18 25 12 42 15 19 69 20 

保健センター

からのお知らせ

潮来地区

延方地区

牛堀地区

国は平成24年度までに

65％にするようにと
言っています あと何人来ればいいのか、　

地区別にみた、昨年（平成21年度）　

 特 定 健 診 
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより
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 ７月の図書館カレンダー 
※休館日は、７月２１日（水）

館内整理日となります。

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

視聴覚室上映予定表（２階：視聴覚室、席数50・先着順）

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

18
午前11時～

よりぬきキテレツ

大百科　怪談編１
－ 子ども向け

午後２時～
幌馬車

（ほろばしゃ）
ベン・ジョンソン

青少年・

大人向け

図書館員おすすめの本

　子どもたちが、自分で自分の健康を守り、豊かな食生活

をおくるために必要な能力を育てること、それが食育です。

「好き嫌いが多くて困る」、「悪い食生活からくる病気が心

配」など、食にまつわる悩みは切実です。親と子が一緒に

楽しく学べる食育の本のほか、食品の安全、賞味・消費期

限、食品添加物、加工品など食にまつわる様々な書籍をご

用意しました。子どもたちの心をとらえる「食育」のすすめ方や、食育クッキ

ングの紹介など、役立つ情報を満載です。図書館だより「クローバー」でも食

育を特集していますので、そちらもご利用ください。

特集 「食を考える」

作品　夏にぴったりのおばけの本を大特集です！「いじわるなないしょオバ

ケ」「うちのおばけ」「おそばおばけ」「おふろおばけ」「おばけのおも

ちゃばこ」などかわいいおばけ、こわ～いおばけの絵本を集めました。

特集 おばけだぞ～児童本特集（７月）

　今回のおもしろ理科実験は、シャボン玉

を使った実験です。ドライアイスや静電気

でシャボン玉を浮かせたり、リフティング

したりします。夏休みの研究にいかがで

しょうか。お友達を誘ってみんなで参加し

よう！

日　時　平成22年７月25日（日）

　　　　午後２時～３時

場　所　潮来市立図書館 ２階 第２集会室

応　募　事前申込み。先着順。

　　　　小学生、30～40名程度。

　　　　市立図書館窓口、電話、FAXで

　　　　お申し込みください。

費　用　無　料

今月の本棚（７月）

作品　忍法帖シリーズをはじめ、ユニークな大衆時代小説を多く執筆してい

ることで知られています。『南総里見八犬伝』や『水滸伝』をはじめと

した古典伝奇文学に独自の視点を加えた作品を多数執筆しました。

「山田風太郎忍法帖短篇全集」、「甲賀忍法帖」、「柳生忍法帖」、「伊賀

忍法帖」などの「忍法帖シリーズ」、「山田風太郎明治小説全集」など。

　　　詳しくは、図書館に設置している「今月の本棚資料リスト」をご参照

ください。

特集　山田風太郎（小説家）

コーナー名：夏休み特集コーナー!!
　⇒もうすぐ夏休みに入ります。図書館では読書感想文の課題図書をはじ

め、感想文の書き方、自由研究・工作の本など、夏休みの宿題に役立

つ本を集め貸出をいたします。ぜひご利用ください。

　　※課題図書は７月１日（木）から貸出します。“市内在住、在学、在

勤の方のみ１人１冊１週間”の貸出となります。各公民館でも貸出を

していますので、お問い合わせのうえご利用ください。

日　　時

　平成22年７月31日（土）

　　午前10時～12時（午前の部）

　　午後１時～３時（午後の部）

　平成22年８月７日（土）

　　午前10時～12時（午前の部）

　　午後１時～３時（午後の部）

※同一の体験を１日２回実施します。

ご都合の良い時間をお選びください。

７月１日（木）午前11時30分～正午

０～３歳児のおはなし会

（子育て広場）

うしぼりおはなし会

７月４日（日）午後２時～２時30分

「七夕」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

７月10日（土）午後２時～２時30分

「星」のおはなし

図書館友の会

７月15日（木）午前11時30分～正午

０～３歳児のおはなし会

（子育て広場）

図書館のおにいさん、おねえさん

７月24日（土）午後２時～２時30分

「海」のおはなし

図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

場　　所　市立図書館

費　　用　無　料

募集人数　小学３年生～中学生

　　　　　各回２名まで　計８名

応　　募

事前申込（定員になり次第締め切り）

　電話、FAX、図書館カウンターにて

お申し込みください。

コーナーの紹介

１日司書体験参加者募集

おもしろ理科実験

『落ちないシャボン玉』

参加者募集!!
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（延・公）
子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H21.11月生）

＋当番医

石毛医院562-2523

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）
消防団夏期訓練
＋当番医

牛堀整形外科564-2888

◎特定健診
子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.2月生）

華たいむ（い）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（大・公）
子育て広場（中）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）

子育て広場（中）◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）
子育て広場（中）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）
第22回潮来市内対抗
ゴルフ大会

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）
子育て広場（図）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（中）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）
子育て広場（図）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（延・公）
子育て広場（図）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）
子育て広場（中）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H21.7月生）

海の日

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（潮・公）
子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）

＋当番医

久保医院564-6116

July
（い）…潮来保健センター
（か）…かすみ保健福祉センター
（図）…市立図書館
（中）…中央公民館
（高）…高齢者センター

（潮・公）…潮来公民館

（延・公）…延方公民館

（津・公）…津知公民館

（大・公）…大生原公民館

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（潮・公）
子育て広場（中）
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月7 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.4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）
（H20.12月生）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（か）

◎特定健診
◆生活習慣病予防健診
◇高齢者健康診査（い）
子ども会対抗球技大会
＋当番医

飯島内科566-0280

のカレンダー ● 実施場所 ●

延方相撲

＋当番医

船坂医院566-1285
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アントラーズホームタ
ウンデイズ「潮来の日」



Health WalkingHealth Walking市民ヘルス

　ウォーキング大会

　　　　　　　～特別版～

人口のうごき ６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22年

６月10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

10,762世帯 （＋ 4）15,442人15,105人 （－11）（－15）30,547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.111 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

　５月23日（日）、奈良薬師寺東関東別院水雲山潮音寺をメイ

ン会場に、市民ヘルスウォーキング大会～特別版～が実施さ

れました。

　当日は今にも雨が降り出しそうな曇り空にもかかわらず、

500名を超える参加者が市内６カ所（２～７．５㎞）のコース

に分かれ、ゴールである潮音寺を目指しました。

　メイン会場の潮音寺では、テレビでお馴染みの“デューク

更家”氏を講師に迎え、実技・実演を交えたウォーキング講

座が行われ、巧みな話術で会場は笑いと歓声に包まれており

ました。

市民ヘルス

　ウォーキング大会

　　　　　　　～特別版～

デューク更家のウォーキング講座

華麗なデュークズウォークデュークファミリーと記念撮影

デューク更家氏によるデモンストレーション

開会式500人が大集合

潮音寺に向かってウォーキング

ランチタイムサービスチームもデュークポーズ


