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諏訪神社祭禮　7月24日(土) ～ 25日(日)
　硯宮神社祭禮　7月31日(土) ～ 8月1日(日)

下田祇園祭　8月1日(日) 日の出神幸祭　7月24日(土) ～ 25日(日)　
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　７月31日（土）、カシマサッカースタジアムにおい

て、観戦に訪れた皆さんに、潮来の特産品の販売、

潮来囃子や潮来祭礼踊りの披露がされました。

　また、キックオフ前のピッチサイドセレモニーで

は、 田市長とあやめ娘より選手へ特別栽培米コシ

ヒカリ「潮来あやめちゃん」が贈られるなど、潮来

市の積極的なPRが行われました。

　８月21日（土）、牛堀北利根川沿い（水郷北斎公園前）にて、第33回水郷潮来花火大会が盛大に開催されました。

　多くの皆さまに協賛いただき、当日は間近に迫る大迫力の｢スターマイン｣や音楽に合わせた｢ミュージック花火｣な

ど約3,000発の花火が次々と打ち上げられ、会場は大歓声に包まれました。

　８月12日（木）〜８月16日（月）、潮音寺（日の出４丁

目）にて万燈会が開催されました。12日（木）は強風の

ため、規模を縮小しましたが、13日（金）からの４日間

は毎日12,000本のろうそくが灯され、境内は幻想的な雰

囲気に包まれました。

　今年も地元の慈母学園、日の出小学校、潮来第二中学

校の協力による万燈アート｢燈絵｣を実施し、訪れた人た

ちは、その美しさに酔いしれました。

ホームタウンデイズ
　「潮来の日」 開催！

第33回水郷潮来花火大会

平和への祈り
　〜潮音寺にて万燈会開催
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　７月14日（水）、教育長室において、｢潮来市

交通安全母の会｣（大久保律子会長）より防犯

ホイッスル900個の寄付をいただきました。

　潮来市交通安全母の会には40年前からワカメ

やゴム印の販売収益金の一部を交通安全のため

に毎年寄付をいただいております。防犯ホイッ

スルは市内の小学校１〜３年生に配布し、防犯

に役立たせていただきます。ありがとうござい

ました。

　５月7日（金）、市道の整備に多大な貢献をさ

れた株式会社本田（代表取締役 本田誠氏）様

へ潮来市長から感謝状を贈呈しました。

　この度、株式会社本田様には200万円の寄付

をいただき、道路の整備をいたしました。あり

がとうございました。

　７月11日（日）、中央公民館体育室において各地区予選を勝

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。

　笑顔で楽しみながらも真剣な表情でボールを投げ合う子ども

たちの姿が大変印象的でした。

　優勝した｢日の出５丁目子供会｣、準優勝の｢芝宿子供会｣は９

月26日（日）に行われる県大会に潮来市代表として出場します。

防犯ホイッスルの寄付をいただきました

市内の道路整備のための
　寄付をいただきました

潮来市子供会対抗ドッジボール大会

整備前

整備後
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・匿名　　　　　　　　　　　　　　　2,000円

・鹿行ハイヤー協議会 潮来支部      30,000円

・小峰義雄                        300,000円

・芝宿グランドゴルフ倶楽部         14,587円

・日産茨城会                       50,000円

善意銀行（8月分・敬称略）
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　７月31日（土）、８月1日（日）に行われた「第６回ノーブルホームカップ茨城県学童軟式野球大会」に出場し、

見事優勝した潮来レッズの皆さんが市役所を訪れました。 田市長はメンバー全員から現在の心境、今後の抱負

を聞き、｢今回の優勝を弾みに、８月に行われる大会も頑張って欲しい｣と激励しました。

　後日、行われた「のび伸び牛乳杯第30回茨城県ちびっ子野球選手権大会」では県内各地区（300チーム）の予選

を勝ち抜いた48チーム中、３位という優秀な成績をおさめられました。

潮来レッズは毎週土・日曜日に前川グラウンドで練習に励んでおります。興味のある方々ぜひお越しください。

　８月30日（月）、｢第15回東日本還暦軟式野球大会｣に

出場された、水郷マスターズの皆さんが、市役所を訪

れました。大会では東日本各都道府県代表32チームが

出場した中で、３位という優秀な成績をおさめられま

した。

　水郷マスターズは９月17日（金）から開催される｢第

26回全日本還暦軟式野球大会｣にも茨城県代表として出

場されます。 田市長からは東日本大会での健闘をたた

えるとともに、全国大会に向けての激励の言葉が贈ら

れました。

潮来レッズ2年ぶり2回目の優勝

水郷マスターズ、全国大会に出場
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　７月28日（水）、潮来市役所３階第１会議室において、

第４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、潮来市自治基本条例の“条文”に入

ることを前提に開催いたしました。冒頭、委員長より

「今回から条文の中身に入っていく。具体的に文章化し

ていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。」

とあいさつがありました。

　全体会で策定委員から「どのように進めていくの

か？」「入れなくてはいけない条項や条文などあると思

う。入れなくてはならない条文、独自の条文等を加えて

いけばいいのではないか？」など前向きで活発な発言が

多く発せられました。

　その結果「先行地の条例を参考にしながら策定し、その中で必要と思う部分を選定していく。」「前文は策定委

員全員で考えていく。」「検討事項を定めた方がスムーズに流れると思うので『市民』『行政』『議会』の３つを各

グループに振り分ける。」との意見でまとまりました。全体会で内容の濃い討議を行ったため、グループ討議は残

念ながら時間短縮となってしまいましたが、３グループとも限られた時間の中で発言し、「次世代に向けて潮来市

の良いところを大人から子どもたちへ伝えていく。」「10年後に住んで良かったと思えるような理念を持って進め

ていきたい。」など全体会同様に密度の濃い討議、前向きな報告がされました。

第４回潮来市自治基本条例策定委員会が開催されました

【お問合せ】 潮来市　秘書政策課　TEL.63-1111  内線207

《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）

 　　　　　　　http://www.e-shinotsuka.com/

〒311-2423　潮来市日の出８丁目12番地６

ＨＰアドレス

常　南　医　院
外　　科内　　科

人工透析整形外科

常　南　医　院

◆診療時間
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

月
～
金

土 

曜

【　お車で送迎いたします　】

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101
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潮来市ふるさと納税のご案内
〜市外にお住まいのご親戚、ご友人にご紹介ください〜

ふるさと納税って？

寄付申込書の入手

ふるさと納税　実績報告

「潮来にもっと元気を！」　応援お願いいたします。

寄付の申込　（寄付申込書の提出）

寄付金の納付　（いずれかの方法で寄付金を納付してください）

「生まれ育った 潮来 を応援したい」とお思いの皆様の
温かいご支援を心よりお待ちしております!!

　皆さまの、生まれ育ったふるさとを応援したい。という思いを実現するための制度で、地方公共団体（都道府県
や市区町村）に寄付をしていただいた場合に、現在お住まいの地方公共団体の住民税から、寄付金額に応じて税額
を控除するものです。（寄付金額の内、5千円を超える部分が控除対象となります。また、控除の上限額は概ね住民
税額の1割程度となります。）

詳しくは潮来市ホームページでもご紹介しています。ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｉｔｙ．ｉｔａｋｏ．ｌｇ．ｊｐ/
＜お申込・お問合せ先＞
　　　潮来市　秘書政策課 ふるさと納税担当　　〒311-2493 茨城県潮来市辻626
　　　TEL：0299-63-1111　FAX：0299-80-1100　E-mail：ｉｎｆｏ＠ｃｉｔｙ．ｉｔａｋｏ．ｌｇ．ｊｐ

　平成２０年度より「ふるさと納税」制度を開始しましたところ、皆さまから、たくさんのご寄付をいただき
ました。
　この度、寄付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。

平成２０年度 寄付件数：　７件 寄付総額：４４５，０００円
平成２１年度 寄付件数：１５件 寄付総額：９０５，０００円

　平成２２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。

潮来市ホームページからダウンロードしてください。
または、潮来市秘書政策課までご連絡ください。寄付申込書を郵送いたします。

必要事項を記入し、申込書を「電子メール」「ファクシミリ」「郵送」のいずれかの方法で送付してください。
※申込確認後、市役所より支払い用紙などを送付いたします。

①納付書により金融機関窓口で納付	 ③銀行窓口（ＡＴＭ）から市の口座へ振り込む	 	
②払込用紙によりゆうちょ銀行で納付	 ④現金書留で送金する	 	

寄
付
の
手
続
き
方
法

2

3

1
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【お問合せ】 潮来市　総務課　統計グループ　TEL.63-1111  内線232

国勢調査にご協力をお願いします！
　今年は、５年に一度の国勢調査の年です。
　国勢調査は、１０月１日を基準日として全国一斉に行い、すべての
世帯が対象となります。
　とりわけ今回の調査は、少子高齢化、就業・雇用などの実態を地域ご
とに明らかにし、我が国が直面している課題に対する施策立案に欠く
ことのできない統計データを作成する重要な調査となりますので、す
べての世帯の方のご理解とご協力が必要です。
　お忙しい中とは存じますが、趣旨をご理解いただき、国勢調査への
ご協力をお願い申し上げます。

【調 査 の 概 要】
９月下旬より、知事から任命された調査員が各世帯を訪問します。その際に、調査票を配布し、
後日、回収にうかがいますので、調査票へのご記入をよろしくお願いします。

【調査対象地域】
潮来市内全域　すべての世帯

【調 査 期 間】
９月下旬　～　１０月下旬まで

※調査した内容は、統計データを作成することのみに使用されます。その他の目的に使用することは法律で固く禁じられていま
すので、目的外で使用されることは一切ありません。
※調査票は完全封入による提出になり、統計法に基づき秘密が厳守されます。

　「ぼくらのふるさと潮来の未来予想図こども会議｣が開催されました。
　今回の企画は牛堀小学校PTA第6学年委員会事業の一環として行わ
れ、第6学年児童とその保護者約120名が参加するという、大変規模
の大きいものとなりました。
　ミーティングでは学年の代表児童たちが自身の将来の夢を交えて、
潮来の未来について市長と語り合いました。児童たちが自身の夢を市
長と真剣に語り合う姿がとても印象的でした。
　ミーティング終了後は児童、保護者の方々の昼食会に参加させてい
ただき、児童たちと交流を深めました。

  7月2日（金）〜市長とどこでもミーティング〜牛堀中学校にて

【お問合せ】 潮来市　秘書政策課　TEL.63-1111  内線209
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　５月６日から6月22日までの32日間（19:00 ～ 21:00）各地区の集会所や集落センター等７
地区を一斉に、全箇所66箇所の会場で各2回ずつ全132回実施。

 開催趣旨
　潮来市のテーマ ｢健康｣ は「まちづくりは市民の健康から！｣ を理念に、市民参加による健康づくり実
践活動を展開。｢健康｣ の有難さは、病気になって始めて知るということをよく耳にしますが、病気にな
る前に健康である喜びを実感し合える、元気な市民の皆さんがあふれるまちを目指します。

 実施メニュー
①ラジオ体操をしっかり覚えよう
②保健師による健康チェック！（ﾎﾟｲﾝﾄ付き市民☆健康カード発行）
③いきいき健康体操
④健康レシピの紹介
⑤レクリェーション　「いきいき潮来音頭」

「
い
き
い
き
ヘ
ル
ス
健
康
体
操
地
域
巡
回
教
室
」
３
２
日
間
実
施
終
了
！

７
地
区
66
箇
所
の
会
場
で
２
、３
０
３
名
の
参
加
！
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

☆参加された市民の皆さんの声･声･声☆

☆指導者の皆さんの声・声☆

　今後は，地域での取り組みが求められており､ 継続は力なりということで ｢健康づくり｣ も継
続した各地域での取り組みが期待されています。

どのような体操か知らなかったが､
健康推進員さんに誘われて参加して
良かった！肩こりが治り体が軽く
なった！。また、保健師さんに体の
相談が出来て良かった。

夜の時間帯が大変でしたが、体操を毎日
楽しみに参加してくださる楽しそうな皆
さんのお顔に励まされ、日々充実し楽し
く参加させていただきました。

潮来音頭の指導で参加しましたが、皆さんの一生懸命
覚えようという姿勢に感動しました。「体操のほかに踊
りまで教えてもらいありがとう。今年の盆踊りではみ
んなで踊れます。」と言っていただき嬉しかったです。

なかなか地域の皆さんと、こ
のように体操や踊りなどをす
ることがないが、今回、楽し
い時間を共有出来て良かった
です。体も調子が良いですよ。

家族全員(祖父母、夫婦、子供
（幼・小）２人)で参加してみまし
た。子供達も楽しそうで良かった
です。また，企画してください！
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☆☆☆☆☆健康づくり事業のお知らせ！☆☆☆☆☆

第一部（午前の部）：体の健康づくり(競技種目)

ランチサービス：おいしい母ちゃんの味、手むすびをサービス！

＜日時＞１０月２３日(土)　
　　　　各会場　8:00受付　　9:00開始
＜会場＞潮音寺・日の出コミュニティー広場
　　　　中央公民館及び周辺

テーマ：地域で支えるこころと体の健康づくり～考えよう！いのちと人権～

9:00 ～　		☆ウォーキング大会(潮音寺集合)
｢またまたデュークさん登場！市内を皆で楽しくデュークズウォーク！｣

☆小中学生のウォークラリー (中央公民館集合)
「ウォークラリーで楽しい賞品をゲットしよう！」　
☆グラウンドゴルフ大会・輪投げ大会（日の出コミュニティー広場集合）
「嬉しい賞品を用意しています！　日頃の力を発揮しよう！」

12:00～

第二部（午後の部）：心の健康づくり

第三部　各競技表彰式(体の健康づくり競技種目)
15:00 ～ 15:30

閉　会　　
※詳しくは、市のホームーページを参照ください。

12:20 ～　開場(中央公民館　1Ｆ大ホール)
12:30 ～　オープニング　(中央公民館　1Ｆ大ホール)

地域の伝統芸能披露　(浪逆芸座連・民謡保存会・伝統芸能継承協会)
13:00 ～　開会式
13:20 ～ 14:50　

〇パネルディスカッション(90分)
テーマ：地域で支える心と体の健康づくり～「考えよう！いのちと人権」～
コーディネーター　
・大谷　徹奘　さん　（薬師寺東関東別院　水雲山　潮音寺副住職）

パネリスト　(出演者の変更もあります。)
・デューク更家　さん　（タレント）
・川村　ひかる　さん　（タレント）
・花村　菊江　さん　（歌手）
・柗田　千春　　　　（潮来市長）

参加費無料！

【お問合せ】 潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL. 64-5240
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地域で取り組んでいる森林づくりに助成します

森林湖沼環境税を活用して導入した樹木破砕機（平成２１年度）

【お問合せ】 潮来市　農政課　TEL. 63-1111　内線266

　森林湖沼環境税活用事業
　茨城県と潮来市では、※森林湖沼環境税を活用して、減少と荒廃が進んだ平地林・里山林を整備し、本来
の機能を取り戻すために、補助率100％で助成を行っています。
　整備後の森林を有効に活用するために、森林所有者及び地域住民（ボランティア団体等）が良好な維持管
理を実施していきます。
※森林湖沼環境税とは、森林や霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川などの自然環境の保全を目的に平成20年度から導入され、県税として、
県民一人当たり年1,000円をいただいております。

[整備の事例]
下記の区域における植栽、下刈り、除・間伐、枝打ち等
・通学路、公共施設、住宅団地周辺の森林の整備
・自然体験活動を行うための森林の整備
・景勝地における森林の整備、ベンチや遊歩道の設置　など

[事業の対象地]
(1)民有林、又は事業実施後に森林となることが確実な区域で
あって、地域の環境保全に寄与し、1施行地の区域面積が、お
おむね500㎡以上の区域
(2)潮来市、森林所有者、地域住民（ボランティア団体等）に
おいて、10年間の森林の転用の禁止などを定めた※保全管理
協定が締結されることが確実な区域
※協定の期間中は、対象森林の適正な維持管理に努め、森林レクリエーショ
ンや自然体験学習等の利活用を目的とした活動を実施することが責務となり
ます。

《広　告》
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6

6

ごみにしない！資源にかえよう。
黄色の袋（資源：プラスチック・ビニール類）の出し方

プラマークはありますか？汚れてはいませんか？
黄色の袋に入れて、資源として出せるのは、プラマークの付いているものが対象に
なります。材質がプラスチックでも、プラマークがついていなければ対象外です。
そして、きれいにしてから出すことがとても重要です。皆さまのご協力をお願いします。

出し方の例
①納豆の容器なら・・・
納豆のネバネバは、食べ終わった容器に、水をはっておき、一番最後か少し
時間を置いてさっと水で流す。それだけでかんたんにネバネバがとれます。

②チューブ類なら・・・
２回ほどゆすぐときれいになります。

③お菓子の袋なら・・・
中身を払ってきれいにします。

　こんなものは対象外です！プラスチック・ビニール類ではありません。
●プラスチック製おもちゃ・ハンガー・バケツ・ＣＤケース・ビデオケース→赤コンテナで出してください
●ホース・ＣＤ・ビデオテープ・ストロー→燃やせるごみ（白い袋）で出してください

ごみの分別に困ったら・・・
詳しくは、分別の手引き（平成２１年度版）をご活用ください。
※お手元に無い方は、環境課・各地区公民館に置いてあります。
潮来市役所ＨＰからもダウンロードできます。

■捨て犬・捨て猫は、やめましょう！
動物を捨てることは犯罪です。公園などに、生まれたばかりの子犬・子猫を捨てていくような行為
は決してしないようにしましょう。法律により、動物を遺棄した者には５０万円以下の罰金が科せ
られます。	 	 	 	 	 	 	

■生まれてから困るより、避妊・去勢手術をしましょう！
生まれた子犬・子猫に新しい飼い主を見つけ続けることはそう簡単なことではありません。
予期せぬ繁殖を防ぐためにも、避妊及び去勢手術を行いましょう。
　（潮来市役所では避妊及び去勢手術に対する補助制度があります）

■野良犬・野良猫への餌やりについて
無秩序な餌やり行為は、かわいそうな犬・猫を増やすだけでなく、環境を悪化させることにつなが
ります。一時的な感情で餌を与えることはやめましょう。

■ペット所有者表示（鑑札、名札）をしましょう！
■ペットは、きちんとしつけて、人に迷惑をかけずに飼いましょう！

〜飼い主は責任を持って最後まで！〜

動物は命あるもの、命を大切に

【お問合せ】
犬による苦情や相談　　茨城県動物指導センター　　　TEL.0296-72-1200
犬の登録および狂犬病予防注射　　潮来市　環境課　　TEL.63-1111  内線253

【お問合せ】 潮来市　環境課　TEL. 63-1111　内線252
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◆ 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制 ◆

有害図書等の陳列場所の制限等（第17条）　

有害器具等の指定及び販売等の禁止（第18条）　

見直し・罰則新設

罰則強化

◆　図書等の販売等業者は、有害図書等を陳列するときは、営業所の屋内の当該業務に従事する者が容易に監視
することができる一定の場所に、規則で定める方法により、他の図書等と区分して置かなければなりません。
◆　図書等の販売等業者は、有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に、当該有害図書等が青少年に販売等を
すること、閲覧、視聴、聴取をさせることが禁止されている旨を掲示しなければなりません。
◆　図書等の販売等業者は、人の全裸、半裸などでのひわいな姿態やそれらに準じる姿態等の写真、絵（まんが
を含む）を表紙とする図書等を陳列するときは、表紙が店舗の外部から見えない場所に置くよう努めなければな
りません。

　特定器具等の販売等業者は、大人のおもちゃ、使用済みの下着、一定基準以上のエアソフトガンやバタフライ
ナイフ等、青少年に有害な器具（がん具）等を青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付けしてはなりません。
　また、何人も、正当な理由なく、青少年に有害な器具（がん具）等を青少年に販売、頒布、贈与、交換、貸付
け、又は所持をさせてはなりません。
※	「何人」とは、年齢を問わず、県民や、旅行者、滞在者など、現に茨城県内にいるすべての人（法人を含む。）を指します。

!

!

【罰則】図書等の販売等業者が有害図書等の陳列場所の変更や青少年への有害図書等の販売等
が禁止されている旨の掲示の命令に従わなかった場合：30万円以下の罰金

【罰則】特定器具等の販売等業者が違反した場合：30万円以下の罰金

《広　告》《広　告》
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都市計画変更説明会の開催について
「潮来前地区」

■説明会の日程について

■都市計画決定・変更の内容

■都市計画を決定（変更）する区域

地区計画の変更	 現在決定されている潮来前地区計画の内容を一部変更します。

日　時　　９月29日（水）午後7時～　　　場　所　　潮来公民館１Ｆ会議室（潮来市潮来456-1）

　潮来前地区は，潮来市の商業拠点の一つとして，良好な商業集積の誘導を図ることを目的に，平成４年に「潮来前地区計
画」の都市計画決定がされています。
　近年，潮来市周辺では，規模の大きな商業施設の集積等により競合が激しくなっています。本地区においても既存の商業集
積を核とした商業機能の強化が求められており，新たな商業施設等の立地を誘導するとともに既存施設との相乗効果を高め，
商業拠点としての魅力を向上させることが急務となっています。
　このため，｢潮来前地区計画変更案｣ を作成しましたので，下記のとおり説明会を行います。

「稲井川周辺地区」

■説明会の日程について

■都市計画決定・変更の内容

■都市計画を決定（変更）する区域

日　時　	　9月30日（木）午後7時～　　　場　所　　中央公民館1F大ホール（潮来市日の出3-11）

①土地区画整理事業の廃止
②用途地域の変更
③地区計画の決定

昭和47年に都市計画決定された土地区画整理事業の施行区域に関する都市計画を廃止します。
建物の用途に関する規制内容を一部変更します。
土地区画整理事業を廃止した後、良好な市街地形成を進めるため、道路の配置や建物の用
途に関するルールを定めます。

　稲井川周辺地区は，国道51号や県道水戸神栖線に面するとともに東関東自動車道潮来ICから約１㎞と広域への利便性を有して
おり，既存集落や前川等の地域資源との調和を図りつつ，市街化区域としてふさわしい土地利用の実現が期待されています。
　この恵まれた交通環境などを生かし，商業業務等の新たな機能導入と良好な居住環境の整備を目的に土地利用計画「稲井川
周辺地区都市計画変更案」を作成しましたので，下記のとおり説明会を行います。

【お問合せ】 潮来市　都市建設課　TEL.63-1111　内線346
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2011年度鹿島アントラーズサッカースクール（ジュニアユース＜中学生＞）

生徒募集及び選考会のご案内
鹿島アントラーズFCサッカースクールでは、ジュニアユースコースの生徒募集及び選考会を下記のとおり実施します。

【ジュニアユース　鹿島校】
1.募集人員
　新中学1年生　　約18名
2.練習日
　原則として火・水・木・金・土・日曜のうち週5回   
3.練習場所
　鹿島アントラーズクラブハウスグラウンド　他　
　※スクールバスあり（平日のみ）銚子⇔波崎⇔神栖⇔潮来⇔鹿嶋⇔グラウンド

■持参品
サッカーのできる服装・スパイク（人工芝使用の為固定式スパイク）

■選考会内容
基本練習および参加者による試合他（予定）

■選考会参加費
3,000円

■記入項目
1.氏名	（ふりがな）　2.生年月日(年齢)　3.学校名・学年（新学年度のもの）　4.保護者氏名及び捺印		5.郵便番号・住所　6.電話番号
7.希望コース　8.(現在所属しているチームがあれば)所属チーム名		9.ポジション　10.サッカー歴　11.身長　12.体重

■申込要領
現金書留にて下記の記入項目をＡ４用紙に記入の上、選考会参加費3,000円を添えてお申込みください。
・希望コース名（ジュニアユース鹿島校）をお書きください。
・お申込後案内・通知はしません。選考会当日に時間厳守にて現地に集合下さい。
・選考会日の都合がつかず受験できない場合はご連絡ください。相談に応じます。

■郵送先
〒314-0021			茨城県鹿嶋市粟生東山2887番地			(株)鹿島アントラーズFC	ジュニアユース選考会事務局宛

選考日・受付時間 会場 申込受付期間

10月11日（月）　8：30～ 9：00（雨天決行）
鹿島アントラーズクラブハウス

10月2日（土）必着
（住所：鹿嶋粟生東山2887番地）

■選考会日程・集合場所及び選考会会場・申込受付期間

【お問合せ】ジュニアユース鹿島　TEL.84-6815

《広　告》《広　告》

茂木誠治司法書士事務所
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

お気軽にお電話してください
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今月の本棚（10月）

松尾芭蕉（俳諧師）

　日本を代表する俳諧師として知られ、芭蕉の作品は多くの人を魅了していま

す。芭蕉が弟子の河合曾良を伴い、元禄2年3月27日（1689年5月16日）に江戸を

立ち東北、北陸を巡り岐阜の大垣まで旅した紀行文『奥の細道』が有名です。

潮来市にも芭蕉句碑があり、「常陸萬葉風土記考」でその紹介がされています。

他にも、『芭蕉俳文集』、『芭蕉紀行文集』、『芭蕉連句集』、『芭蕉七部集』、伝記

など様々な作品が収録されています。秋の紅葉に向けて、芭蕉の歩んだ道を

辿ってみてはいかがでしょうか。

よ う そこ

図書館へ
図書館だより

※休館日は、１０月２０日（水）
　館内整理日。
　 ９月２７日（月）〜１０月６日（水）
　特別館内整理期間となります。

１０月９日（土）午後２時～２時３０分

「おいも」のおはなし
図書館友の会

１０月２１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

１０月２３日（土）午後２時～３時

ハローウィン特別企画！
お話会拡大版！
うしぼりおはなし会

◇おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

「世界遺産」

のりものいっぱい

コーナーの紹介

10

　世界遺産は世界にたくさん存在しますが、日本にも、数多くの世界

遺産が存在しています。普段聞き慣れた名前のものが、実は世界遺産

だったりするものです。海外・日本の世界遺産のガイドブックから建

築様式、歴史、写真集、映像資料まで幅広く揃えました。ぜひ、ご利

用ください。

　「しゅっぱつしんこう」「のせてのせて」「エンソくんきしゃにの

る」「こんたバスでおつかい」「のりものいっぱい」など、乗り物の

絵本を沢山集めました。乗り物は男の子が好きなものと思わない

で、女の子やお母さんたちもぜひ読んでみてください。乗り物の

カッコよさ、楽しさにはまってしまいますよ♪

　８月２５日（水）～１０月３１日（日）
まで川崎市高津図書館と潮来市立図書館で
は相互にお互いの市の観光ＰＲを行ってお
り、川崎市高津図書館でも同じ時期に潮来
市の観光ＰＲのためのコーナーが設置され
ています。潮来市立図書館では、川崎市の
観光パンフレットやガイドブックなどを多
数展示しておりますので、この機会に川崎
市へお出かけになってみてはいかがでしょ
うか。

⇒	暑さも和らぎ、これから紅葉の季

節を迎えます。最近は、登山ブー

ムということもあり、登山をされ

る方が多くなってきました。秋の

紅葉を見て・体感するためのガイ

ドブックを多数ご用意しました！

秋のレジャー計画にお役立てくだ

さい。

日にち 時間 作品 出演 対象
１０
月

１７
日

（日）

午前１１時～ ヘンゼルとグレーテ
ル － 子ども向け

午後２時～ プレステージ ヒュー・ジャック
マン／出演

青少年・
大人向け

コ ーナー名：
期間限定！「登山・紅葉特集コーナー」
（９月・10月・11月展示）

図書館からのお知らせ ◎図書館交流事業『川崎市の歴史・文化・観
光スポット～その魅力を存分に味わう！』

10月の
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October
子育て広場（中） 潮来市グラウンド

ゴルフ大会(かすみ
の郷公園)

潮来市民ゴルフ大会

(潮来カントリークラブ)

子育て広場（中）

二種混合（潮来小）

（ジフテリア・破傷風）

マタニティーセミナー（か）

子育て広場（図）
二種混合（大生原小）
（ジフテリア・破傷風）

4ヶ月児育児相談（か）
（H22.5月生）

子育て広場（中）
二種混合（徳島小）
（ジフテリア・破傷風）

＋当番医

仲沢医院
☎63-2003

水郷潮来月まつり(あ)

延方地区市民運動会

津知・大生原・日の出・牛堀

地区市民運動会

＋当番医

大久保診療所
☎62-2506

消防ポンプ操法大会　
鹿行地区大会(あ・駐)

潮来市秋季スポーツ大会
＋当番医
牛堀整形外科
☎64-2888

第38回潮来市消防
ポンプ操方大会（日）
＋当番医

延方クリニック
☎66-1873

＋当番医
石毛医院
☎62-2523

＋当番医
飯島内科
☎66-0280

体育の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.2月生）

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（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（日の出小）
（ジフテリア・破傷風）

潮来市青少年のつ
どい(潮・公)

子育て広場（中）
１歳6ヶ月児健診（か）
（H21.3月生）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
マタニティーセミナー
（か）

子育て広場（図）
二種混合（牛堀小）
（ジフテリア・破傷風）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.7月生）

子育て広場（中）

潮来市健康づくり
＆人権フェスティ
バル(中)
商い創造祭
(あ・駐)

ストレッチ体操（い）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H21.10月生）

子育て広場（図）

● 実施場所 ●

（日）………日の出グラウンド

（あ・駐）…市営あやめ駐車場

（潮・公）…潮来公民館

（か）…かすみ保健福祉センター

（中）…中央公民館

（図）…市立図書館

（あ）…前川あやめ園

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

のカレンダー
10月

小林一茶『潮来』を詠む

古来より豊かな水と緑に恵まれ風
ふうこう

光明
め い び

媚な潮来は、江戸時代には利

根川舟
しゅううん

運の発達と相
あ い ま

俟って、多くの文
ぶんじん

人墨
ぼっきゃく

客が訪れ書き残した作

品は今に伝えられている。

　俳
はい

聖
せい

芭
ばしょう

蕉に続き近世、近現代の多くの著名な俳人も当地を訪れ、四季

折々の花
かちょう

鳥風
ふうげつ

月に感慨を込めて五七五の短い詩に刻んでいる。なかでも

江戸時代後期の俳人で文化・文政の頃活躍し、全国に足跡を残した小林

一
いっさ

茶も潮来を訪れ次のような句を残している。

　三味線で鴫
しぎ

をたたせる潮来かな

　一茶が潮来を訪れたのは、一茶自筆の句日記『七番日記』（文化７年

１月から同 15年［文政改元］12月）に「文化 14年（1817）５月 26日、

旧北浦村の八
はったんだ

反田、根
ね

木
ぎ だ

田、旧大洋村の札
ふだ

、旧大野村の武井を通り鹿島

神宮に参拝、大船津より舟にのり板
いた

久
く

の俵屋に泊まる（150 文）」とあ

り、今から約200年前のことになる。当日記にはこの句の記述はないが、

その後の句日記『八番日記』（文政２年１月から同４年 12月、自筆本

は伝承せず）に〈三味線で鴫を立たする潮来哉
かな

〉と見えることから、こ

の句は潮来を訪れたときに詠んだものと思われる。

　一茶が訪れた頃の潮来は朝夕の出船入り船も多く活況に満ち、最も賑
にぎ

わいを見せた時代であり、また最も華
はな

やかな時代であった。その華やい

だ時代の風情が感じ取れる句である。

　潮来二丁目の西円寺に建つ句碑（写真）は、一茶の句を夏目漱石が書

き、画を小川芋
う

銭
せん

が担当し刊行された『三
さん

愚
ぐしゅう

集』よりのものであり、平

成 13年５月に本田住職によって建てられた。

潮来市文化財保護審議会委員　
石橋　達朗

◎今月の納税は、市県民税の第3期分、国民健康保険税の第4期分、介護保険料の第4期分です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》
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人口のうごき ９月１日現在
（ ）内は前月比

ポプラ

市
の
鳥

市
の
花

市
の
木

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

あやめ

よしきり

30,515人（- 11）総数 15,412人15,103人男 （- 1） （- 10）女 10,799世帯世帯数 （＋15）

　　７月２５日（日）、潮来市新宮の鹿嶋吉田神社で開催され

ました。好天にも恵まれ、大勢の観客が見守る中、3歳

前後の子どもたちが参加する花相撲や小学生力士や一般

協力力士による取り組みなどが行われました。出場力士

達は観客の大声援に後押しされ、熱のこもった取り組みを

みせ、大いに盛り上がりました。


