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日の出小学校長

石井　秀実さん

津知小学校長

田　　廣さん

潮来市長

田　千春

　今回は、市内小・中学校の学校経営に
携わっている学校長の皆さんが、市長室
にお出でになりました。
　まず、潮来市で進めている主要事業に
ついて、市長から説明があり、これらの
内容についてのご意見や日ごろの学校の
様子・取り組みなど、学校長の皆さんに
も大いに語っていただき、有意義な座談
会が開催されました。

新春特別企画新春特別企画

田市長と学校長が語る

新春座談会

田市長と学校長が語る

新春座談会



3 広報いたこ 2011
１月号 Vol.118

10

潮来小学校校長

橋本　美江さん

日の出中学校長

渡邉　康夫さん

牛堀中学校長

河野　　治さん

田市長と語る新春座談会

潮来第二中学校長

紫村　　栄さん
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大生原小学校長

青木　利宏さん

潮来第一中学校長

正木　 夫さん
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延方小学校長

小島　　正さん

牛堀小学校長

方波見良雄さん

徳島小学校長

兼平由美子さん

田市長と語る新春座談会
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田市長と語る新春座談会

餅の振る舞い（１/４仕事はじめ）
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　12月15日（水）、潮来市役所３階第１会議室において、第８

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。

　今回の策定委員会は「自治基本条例の策定方法『東海村を事

例にして』」との内容で開催しました。講師は、第２回策定委

員会で「自治基本条例とは。」をテーマにご講演いただいた茨

城大学人文学部教授の佐川泰弘先生をお迎えし、研修会を行い

ました。

　冒頭の委員長あいさつで「これから条例策定の部分に入って

いきます。自治基本条例を再確認する意味も含めて、また策定

委員さんの共通理解を図るためにも、東海村の条例策定でアド

バイザーとして活躍された佐川先生のアドバイスを基に、より

良いものを策定していきましょう。」と述べられました。

　講演に入り、佐川先生から「潮来市の“前文”が完成しその内容をいただいたが、道筋としては結構大変

だったと言うことを聞いた。潮来市の“前文”は、潮来市にしか作れないものなので、完成させたことは素晴

らしいことである。」とのお話がありました。

　講演の中で、「今後どのように住民が参画をしていくのかを決めるもの、明確化するものが自治基本条例であ

る。」、「住民や市民が『これは何？』というような、難しいものでは意味がない。」、「東海村では、条文を１年

以上かけて作った。」など参考となる話がありました。講演の後、策定委員さんから質疑を受け、潮来市で策定

を進めるにあたって普段の疑問点や潮来市として、今後どのように進めていけば良いのかなど活発な意見交換

が行なわれました。

第８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

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

City News Flash

《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

（写真中央：佐川先生）

《広　告》
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　平成23・24年度から、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等の申請は、茨城県及び県内参加市町村による共
同受付を行います。共同受付のため、建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等の受付は市窓口では行いませんの
でご注意ください。

茨城県の申請ホームページはこちらから
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/doboku/01class/class01/kensetsugyo_main.htm

　１月13日から２月４日まで（土・日・祝日を除く）
　※今回、共同受付参加のため、例年より受付期間が早くなっておりますのでご注意ください。

申請区分 方　法 場　所

建設工事
電子申請（県共同受付センター）

詳細は茨城県のホームページを

参照ください測量・建設コンサルタント業務等

申請区分 方　法 場　所

物品購入・役務提供等 持参のみ 潮来市役所財政課

綴込

順序
提出・添付書類 様式記入要領等

１ 入札参加資格審査申請書 潮来市ホームページからダウンロード

２ 許可証明書の写し 認可許可を受けている場合のみ添付

３ 登記簿謄本又は身分証明書
法人の場合は登記簿謄本　（写し可）

個人にあっては身分証明書（写し可）

４ 営業所一覧表 所管営業所にアンダーラインを引く（赤）

５ 納入実績（直前２年間の実績） 申請書の様式による

６

完納証明書（写し可）

（直前１年間の完納証明書）

※（潮来市に納税義務のある者は、潮

来市の完納証明書を添付すること。）

・[法人] 法人市民税、固定資産税、

　　　　 軽自動車税

・[個人] 市県民税、固定資産税、

　　　　 軽自動車税

・国税

［法人］法人税、消費税及び地方消費税

　　　　（その３の３・未納のない証明）

［個人］所得税、消費税及び地方消費税

　　　　（その３の２・未納のない証明）

・地方税

［法人］法人県民税、法人事業税

［個人］県民税、事業税

７ 財務諸表（直前２年間の実績）
貸借対照表、損益計算書及び利益金処

分に関する書類

８ 委任状（任意の用紙で可（Ａ４））
代理人を定め、一定期間入札及び契約等

の行為を委任する場合のみ提出のこと。

９
使用印鑑届

印鑑証明書

印鑑届は任意の用紙で可（Ａ４）

印鑑証明書　　　　　　（写し可）

注）「納税証明書」委任等をする場合は、委任先（支店・営業所等）の所管の県税事務所

発行の納税証明書が必要になります。（法人事業税・法人県民税）

注）証明書については、証明年月日が申請書提出時の３ヶ月以内のものとする。

別表第１号（第４条第２項関係）

提出部数：１部　Ａ４フラット

ファイル綴

　別表の綴じ込み順で綴じ表紙・

背表紙に、「平成23・24年度建

設工事等入札参加資格申請書」

と商号「会社名」を記入する。

（ファイル色指定）

物品製造等：【黄色系】

提 出 様 式：下記様式を潮来市

ホームページから

ダウンロードし提

出してください。

一般競争（指名競争）参加資格

審査申請書（物品製造等）

注意事項

●内容について説明できる方が

持参してください。なお、郵

送による提出は認めません。

●証明書については、証明年月

日が申請書提出時の３ヶ月以

内のものとすること。

●提出書類に不備があると登録

できない場合がありますの

で、注意してください。

○物品購入・役務提供等は従来の方法で受付ます。

○物品役務の申請は要領に

　従い書類を整え財政課

　管財契約グループに

　提出してください。

○建設工事及び測量・建設コンサルタント業務等

　潮来市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント業務等、物品購入・役務提供等の入札参加資格申請受付を次のとおり

行います。当市の競争入札に参加できる方は、資格審査の結果、競争入札参加資格者名簿に登録された方に限られます。

物品役務等提出書類一覧表

建設工事・コンサルタント業務・

物品役務等入札参加資格申請のお知らせ

お問合せ　潮来市　財政課　情報管財契約グループ　TEL.63-1111　内線214・212

○受付期間

平成23・24年度

広報いたこ 2011
１月号 Vol.118
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　このたび、昨年４月に設置した「潮来市企業立地成功報奨制度」について、より多くの企業に関する情報を

収集するため、制度内容の一部を改正しました（※）。この制度は、広く皆さまから企業に関する情報を提供い

ただき、企業の誘致に成功した場合に、情報提供をしていただいた方へ報奨金をお支払する制度となっていま

すので、ぜひ制度の概要をご確認ください。企業誘致事業全般のご案内とあわせ、詳細は市ホームページ「潮

来市企業立地ガイド」をご覧ください。

　また、市内に存在する未利用物件の有効活用の促進を目的として、「潮来市空き家・空き地情報バンク制度」

を設置しています。現在未利用となっている空き家や空き地をお持ちの方、お探しの方はぜひ「潮来市空き

家・空き地情報バンク」をご覧ください。

　市の実施している企業誘致事業につきまして、皆さまのご協力をお待ちしています。

企業誘致推進室からのお知らせ

○潮来市企業立地ガイド　　　　　　ＵＲＬ　http://www.city.itako.lg.jp/ricchi_guide
○潮来市空き家・空き地情報バンク　ＵＲＬ　http://www.city.itako.lg.jp/joho_bank
（いずれも潮来市ホームページのトップページ右側バナーからお進みいただけます。）

「道の駅いたこ周辺地区（面積：約17ha）」

「潮来ＩＣ周辺地区（面積：約７ha）」

「市営あやめ駐車場用地（面積：約１ha）」

＜対象となる区域＞

 ＜本制度の概要＞
　市内への企業の立地を促進するため、立地を希望してい

る企業に関する情報を市へご提供いただき、対象企業の誘

致に成功した場合に、情報提供者へ成功報奨金をお支払い

する制度です。

 ＜改正内容＞
　制度の対象となる企業の業種をこれまでの製造業、倉庫

業及び運輸業等の23業種に、「その他市内における産業の活

性化および雇用機会の創出に寄与するものとして市が認め

る業種」を追加しました。なお、本制度の対象となる企業

の認定にあたっては、市において審査を実施します。

　制度の詳細につきましては、下記をご覧ください。

　（潮来市ホームページ「潮来市企業立地ガイド」内）

ＵＲＬ http://www.city.itako.lg.jp/ricchi_guide/housyouseido.html

立地希望企業情報提供書の提出

情報提供者と市が協力し対象企業と立地交渉

対象企業が地権者等と土地売買・賃貸借契約締結

地権者等へ土地代金の支払い

企業立地成功報奨金の交付

市において審査を実施

＜本制度の主な流れ＞

企業立地決定

市へ報奨金の請求

※「潮来市企業立地成功報奨制度
　　実施要綱」の一部改正について

お問合せ　潮来市　企業誘致推進室　TEL.63-1111　内線218　E-mail   uchi@city.itako.lg.jp
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№ 施設名 住　所 連絡先 開庁・開校・営業時間
１ 潮来市役所 辻626 63-1111 ８：30～17：30(平日)
２ 潮来自動車教習所 辻799 62-3200 ９：30～19：30(月曜休)
３ 潮来高校 須賀3025 66-2142 ８：30～17：00(平日)
４ ドコモショップ 潮来店 須賀2950-3 67-1155 10：00～20：00
５ ＪＡいばらき潮来支店 辻929 63-1234 ８：30～17：30(平日)
６ 津知小学校 辻829-1 63-1383 ８：10～16：40(平日)
７ 潮来第一中学校 潮来1270 62-2334 ８：05～16：35(平日)
８ トヨタカローラ南茨城 潮来店 潮来7125-2 80-1220 ９：00～17：30(月曜休)
９ 潮来消防署 大塚野1-13-2 63-0119 24時間
10 潮来小学校 潮来471 62-2069 ８：10～16：40(平日)
11 佐原信用金庫潮来支店 潮来463-2 62-2564 ９：00～15：00(平日)
12 潮来ステーションホテル あやめ1-13-9 62-3110 24時間

13 仲沢医院 あやめ2-27-11 63-2003
月～木 ９：00～17：30
金、土 ９：00～12：00

14 ＪＡ祭典なめがた潮来ホール 潮来6064-4 80-1889 ８：30～17：30
15 飯島内科 日の出8-13-2 66-0280 ９：00～18：30
16 潮来保健所 大洲1446-1 66-2114 ８：30～17：15(平日)
17 日の出小学校 日の出3-12-1 66-2020 ８：05～16：35(平日)
18 中央公民館 日の出3-11 66-0660 ９：00～17：00
19 日の出中学校 日の出3-9-18 66-5852 ８：10～16：40(平日)

20 慈母学園 日の出4-7 66-0624 ８：00～18：00(平日)
※小児用AEDのみ設置

21 東関東自動車道潮来料金所 延方3929 66-0771 24時間
22 徳島小学校 徳島1912 66-2738 ８：10～16：40(平日)
23 道の駅いたこ 前川1326-1 67-1161 ９：00～19：00
24 市民プール 前川1467 66-7511 13：30～21：00(月曜休)
25 延方小学校 小泉2090 66-2076 ８：10～16：40(平日)
26 潮来第二中学校 新宮1868-1 66-2344 ８：10～16：40(平日)

27 大崎歯科医院 新宮1224-2 66-6479
月～金 ９：00～19：00
土・祝 ９：00～16：00

28 ナメカワアルミ株式会社 水原1480-1 67-5711 ８：00～18：30(平日)
29 かんぽの宿　潮来 水原1830-1 67-5611 ７：00～22：00
30 大生原小学校 水原1988-1 67-5004 ８：05～16：35(平日)
31 鹿行潮来荘 大生1376 67-5640 平成23年度導入予定
32 ジェイゴルフ霞ヶ浦 茂木279-1 64-6661 ７：00～17：00
33 昭和産業株式会社 島須3075-30 64-6911 ８：00～17：00(平日)
34 丸一鋼管株式会社 島須3075-27 64-6901 ８：00～17：00(平日)
35 株式会社千代田グラビヤ(第一工場) 島須3075-43 64-2244 ８：30～17：30(平日)
36 サン・トックス株式会社 島須3075-18 64-6751 ８：30～17：30(平日)
37 トノハテクノ株式会社 島須3075-10 64-6711 ８：00～17：05(土日除く)
38 株式会社テクニカ巴川 島須3075-8 64-6926 ８：00～17：00(平日)
39 茨城県水郷県民の森 島須3072-85 64-6420 ９：00～16：30(平日)
40 ヘルスランドさくら 島須1258 64-5858 10：00～21：00(月曜休)
41 牛堀小学校 堀之内1219-1 64-5536 ８：10～16：40(平日)
42 牛堀中学校 堀之内1009 64-2231 ８：10～16：40(平日)
43 ＪＡいばらき牛堀支店 牛堀729-2 64-2411 ８：30～17：30(平日)
44 ショッピングプラザ　ララルー 永山777 80-3501 10：00～20：00
45 大森歯科医院 牛堀424-1 64-6589 ８：30～19：00
46 図書館 牛堀289 80-3311 10：00～19：00　

47 鈴木歯科医院 牛堀134 64-5909
９：00～12：30
14：30～19：00

（木・日・祝日 休）
48 かすみ保健福祉センター 島須777 64-5240 ８：30～17：30(平日)

　ＡＥＤは、心肺停止状態の傷病者に対して、機器が自動的に解析を行い、必要に

応じて電気的なショック（除細動）を与え、心臓の動きを取り戻すことを試みる医

療機器で、医師知識や複雑な操作なしに一般の方でもお使いいただけるものです。

　病気や事故により心臓発作を起こした方に、救急隊が到着するまでの間、いち早

くＡＥＤを使用することで、命を救える可能性が飛躍的に高まります。万が一のと

きに備え、使用法や設置場所を確認しておきましょう。

　潮来市では、安心安全なまちづくり推進のため、
ＡＥＤを設置している場所を広く市民の皆様へお知
らせしたいと考えております。ＡＥＤをお持ちの
方、事業所がございましたら、下記までご連絡くだ
さい。皆さまからのご連絡をお待ちしています。

連絡先　潮来市総務課交通防災グループ
　　　　 TEL.６３-１１１１　内線２３３

ＡＥＤは誰にでも使える救命機器です
皆さんの手で大切な命を救うことができます

ＡＥＤを所有している方・事業所の皆さまへ

設置箇所一覧
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ＡＥＤ設置箇所一覧ＡＥＤ設置箇所一覧
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　潮来市かすみ保健福

祉センターでは、市民

の皆様の健康をお助け

するいろいろな事業を

行っています。

　お気軽にご相談くだ

さい。
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 お問合せ 　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

順位 保険者名
特定健診

受診率 対象者数 受診者数

１ 東海村 50.8 5,488 2,786

２ 常陸大宮市 50.5 9,509 4,803

25 潮来市 33.8 7,244 2,446

31 市町村国保計 31.7 575,295 182,300

平成21年度　茨城県内市町村

特定健診受診率、特定保健指導率

順位 保険者名

特定保健指導
特定保健指導　合計

実施率
（終了者
割合）

対象者数終了者数

１ 潮来市 53.4 487 260

２ 常陸大宮市 53.0 715 379

３ 那珂市 50.3 569 286

21 市町村国保計 20.0 32,661 6,523

　２月の下旬頃に毎年５、６月に実施の婦人科検診（乳がん検診、子宮頸がん検診）申し込み用の往復

ハガキを対象者全員に発送いたします。ぜひ、受診しましょう！！

　もし、ハガキが届かないことがございましたら、かすみ保健福祉センターまでご一報ください。（往

信ハガキのあて名が、世帯主様になっていますのでご注意ください！）

22

：：

40

74

：

40

74

：

19

39

65
65

（資料：茨城県国民健康保険団体連合会からの提供、保険者が社会保険診療報酬支払基金に提出する特定健康診

査・特定保健指導の法定報告データの集計結果）

健　康　メ　モ

対象者　・乳がん検診は30歳以上の女性の方　・子宮がん検診は20歳以上の女性の方

※ともに市内在住に限る



14

14

25

23

23

22

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

潮来市役所

担当課において

④選考審査

（面接・書類審査など）

⑤雇用通知書
（採用された場合）

①　提　　出

登録から採用まで

平成23年度

③登録者の中から人材検索

・匿　名           2,000円
・牛堀高齢者クラブ     23,708円
・潮来市民文化祭実行委員会 52,835円
・潮来市消防団同士会   40,000円
・ララルー協同組合     8,050円
・柳田勝善          ふでばこ
・石津好隆          米120ｋｇ
・潮来市体協ゴルフ部シニア会
                      27,000円
・潮来市体協ゴルフ部シニア会
                 商品券20,000円
・ＪＡなめがた女性部   30,000円

・匿　名           9,624円
・潮来市農業委員会    25,000円
・亀印製菓㈱鹿島営業所
               　ケーキ80個
・税理士法人　椎名会計事務所
                 　  299,845円
・潮来保育所　         6,738円
・水郷めぐみ教会クリスマスチャ
リティコンサート　  22,100円

・水郷めぐみ教会
　親子礼拝クリスマス会  7,283円
・匿　名　　　　　    17,850円

善意銀行 （12月分・敬称略）
《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

②　　登　　録

広報いたこ 2011
１月号 Vol.118
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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。（例：ビニール製のホースはどうやって捨てるの？等）

目　的 　・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。

※講座をご希望の方は環境課までご連絡ください。

出張
環境課が
うかがいます

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２

　　　　　　連絡先　行方警察署　　　　　　　　　TEL.72-0110

　　　　　　　　　　鹿行県民センター環境保安課　TEL.0291-33-5363

　　　　　　　　　　潮来市　環境課　　　　　　  TEL.63-1111　内線252

　あき地は、土地の所有者（管理者）の責任で管理していただいていますが、市にはあき地の雑草に

関する苦情が非常に多く寄せられます。

　市では、雑草に関する苦情を受けた場合、職員による現場の確認を行い、土地所有者に雑草除去通

知を送付するなどして、指導を行っています。

　あき地の雑草をそのまま放置しますと、害虫の発生源となり、また、不衛生であるばかりか、ごみ

を捨てられたり、様々な問題を引き起こす原因となる恐れがあります。

　あき地の所有者（管理者）は、常にあき地の適正な管理に心がけていただき、清潔で快適な街づく

りにご協力をお願いします。

◎あき地を所有する皆さんへ　～あき地の管理は大丈夫ですか？～

　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おります。

※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。

あき地の雑草を刈り取りましょうあき地の雑草を刈り取りましょう

野焼きは法律により禁止されています野焼きは法律により禁止されています

皆さんの疑問にお答えします！

ごみの分別講座ごみの分別講座

《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

広報いたこ 2011
１月号 Vol.118
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　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。

※注意事項

○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。

　　　　　　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/

不動産公売の

　 　お知らせ

売却区分 財産の表示・見積価額・公売保証金

潮10－１

（物件１）
所在：潮来市日の出５丁目
地番：15番14
地目：雑種地
面積：92㎡

（物件２）
所在：潮来市日の出５丁目
地番：15番16
地目：公衆用道路
面積：86㎡
　　　持分８分の１

見積価額　 448,000円
公売保証金　50,000円

　固定資産税は毎年１月１日（「賦課期日」とい

います。）に、土地、家屋、償却資産（これらを

総称して「固定資産」といいます。）を所有して

いる人がその固定資産の価格をもとに算定され

る税額をその固定資産の所在する市町村に納め

る税金です。

　よくあるご質問　

　質問１　亡くなった人の固定資産税はどうなりま

すか？

　回　答　相続人に課税されます。

　法務局で所有権の移転登記（相続登記）をされ

れば、相続登記完了後の賦課期日（毎年１月１

日）現在の登記簿の所有者が固定資産税を納めて

いただく人となりますが、手続きされるまでの間

は、固定資産税に関する書類等を受取る相続人の

代表者を届出いただくようお願いいたします。

　質問２　親が税金を滞納したまま亡くなりまし

た。私に払う義務はありますか？

　回　答　あなたには３つの選択肢があります。

１．滞納金や負債等のマイナス財産も含め全て相

続する（単純承認）。

２．プラス財産（預貯金、不動産等）の範囲内で

マイナス財産を相続する（限定承認）。

３．全ての財産を相続しない（相続放棄）。

　２と３を選択する場合は、相続開始を知った日

から３ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることが必

要です。

　あなたが上記のどの選択肢を選んだかによっ

て、滞納金を支払う義務が発生するかしないかが

決まります。

　詳しくは弁護士や司法書士等の法律の専門家に

相談してください。

１月は国民健康保険税７期の納付月です。納期限は１月31日（月）です。

口座振替の方は、残高の確認をお願いします。《納付は口座振替が確実で便利です》

公売日時　平成23年２月１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、鉾田市が参加する合同公売です。）

《広　告》

お問い合わせ先
0478-54-2125

詳しくは店頭、ATMｺー ﾅー のﾁﾗｼまたは、ﾎー ﾑﾍﾟー ｼﾞをご覧ください

佐原信金 検索

特別金利キャンペーン実施中！特別金利キャンペーン実施中！
マイカーローン・教育ローン

平成23年4月28日まで

《広　告》

TEL ０２９９－６６－６７５３
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 水 　木

18：30～19：15 小学校高学年

19：30～20：20 中学１年 中学２年 中学３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）

広報いたこ 2011
１月号 Vol.118

曜日
時間 対象
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日　時　２月26日（土）午後６時30分開演（午後６時開場）

場　所　潮来公民館大ホール

出演者　落語：金原亭馬の助、吉原朝馬、林家けい木

　　　　漫才：大空遊平・かほり

　　　　演芸：三増紋之助

国民年金の保険料は、前払い（前納）するとお得になります。口座振替を利用すれば、さらにお得になります。

（平成23年度の口座振替をご希望の方は、２月末までにお申込みください）

１ヶ月分 ６ヶ月分 １年分

現金納付（月々） １５,１００円 ９０,６００円 １８１,２００円

現金納付（前納）

割引額

８９,８６０円

（７４０円）

１７７,９８０円

（３,２２０円）

口座振替（前納）

割引額

１５,０５０円

（５０円）

８９,５７０円

（１,０３０円）

１７７,４００円

（３,８００円）

◎口座振替のお申込み先は

　預貯金口座をお持ちの金融機関・郵便局の窓口、または年金事務所で受け付けております。

　年金手帳、通帳、通帳印をお持ちください。

※講座期間中に施設実習を２～３日行います。実習場所及び日程は、オリエンテーション時にお知らせします。

２月15日（火） 10:00～11:30
「統合失調症の疾病について」

講師：地域活動支援センターメイプル　施設長　野村達也

２月18日（金） 10:00～11:50
「障害者の自立について」「ボランティアが参画した地域の取り組み」

講師：精神保健福祉士

３月11日（金） 10:00～11:30
「施設実習の振り返り」、グループワーク

講師：精神保健福祉士

 対 象 者 　潮来市、鹿嶋市、神栖市在住で、講座終了

後、精神保健福祉分野のボランティア活動

に参加する意欲のある方

 受講場所 　鹿嶋市まちづくり市民センター

 受 講 料 　1,000円（資料代等）

 定　　員 　10名（応募多数の場合は抽選）

潮来あやめ寄席は笑わせます！

潮来あやめ寄席

お問合せ　潮来公民館　TEL.６２-３５２２（月曜を除く午前９時～５時）

お問合せ　水戸南年金事務所　TEL.０２９－２２７－３２５１

平成22年度割引額では

　　　　お問合せ・申込先　社会福祉法人誠仁会　地域活動支援センターメイプル

　　　　　　　　　　　　　鉾田市徳宿1809-11　　TEL：0291-36-5684　野村まで

　精神保健福祉について知識を習得し、現場の体験や関わりを通して、精神の障害について理解を深め、

ボランティアとして地域で活躍できるための講座です。

 
 

入場整理券
1,200円（309席全席指定）
※未就学児の入場はお断りいたします
※販売は１月18日午前９時からとなります
※電話予約は行いません。潮来公民館窓
口のみ販売

潮来あやめ寄席

精神保健福祉ボランティア養成講座精神保健福祉ボランティア養成講座

国民年金保険料のお得な納め方国民年金保険料のお得な納め方

年間最大3,800円お得！

１年度分の

口座振替前納だと、



　11月に図書館で開催しましたイベント『切り絵で図書館バッ

グ』において、参加者のみなさんが作ってくれた貸出し用バッ

グを、エントランスホールにて展示いたしました。

　2011年１月から図書館専

用のバッグとして利用を開

始いたします。みなさんで

大切に扱ってください。よ

ろしくお願いいたします。

※貸出し用です。個人に差し

上げることはできません。

18

図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

 ２月の図書館カレンダー 
※休館日は、２月１６日（水）

館内整理日となります。

２月３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

２月６日（日）午後２時～２時30分

「チョコレート」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月12日（土）午後２時～２時30分

「冬（ふゆ）」のおはなし

図書館友の会

２月17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

２月26日（土）午後２時～２時30分

「猫（ねこ）」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）

お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

２月19日（土） 午後１時30分～ ミッキーとジャックの豆の木 － 子ども向け（アニメ）

２月20日（日） 午後１時30分～ ゴッドファーザー マーロン・ブランド／出演 青少年・大人向け（洋画）

図書館員おすすめの本

紹介　毎年多くの人を悩ませている花粉症。天気予報で花粉予報を見るたび

にため息がでる方も多いのではないでしょうか。花粉症が起こるメカ

ニズムや花粉症が疑われる場合にどうすれ

ばよいか、薬による治療の最新動向など、

わかりやすく解説した本をたくさん揃えま

した。２月に発行する「図書館だよりク

ローバー」では、本だけでなくご家庭から

も情報収集できるようインターネットサイ

トの紹介も行います。

特集 「花粉症・アレルギー」

作品　２月22日は“ねこの日”ということで、「くつやのねこ」「おおきなねこ

とちいさなねこ」「ねこのおすしやさん」「ね

こガム」「ねこのセーター」など、ねこのお話

を集めました。“ねこはこたつでまるくなる”

のように、こたつに入って、ゆっくりとお話

を楽しんではいかがでしょうか。

特集 ねこがいっぱい児童本特集（２月）

今月の本棚（２月）

作品　気象学者ということもあり、主に山岳小説の分野で多くの作品を残しまし

た。多忙な生活（気象庁の職員と小説家の二足の草
わら

鞋
じ

）を長年続けながら、

作品を発表し、富士山の山頂に測候所を設置するという仕事を成し遂げた

後、執筆活動に専念し、数多くの小説を発表する一方で映画化などもされ、

現在もなお、多くの読者に親しまれています。「孤島」「孤高の人（上・

下）」「栄光の岩壁（上・下）」「聖職の碑」「銀嶺の人（上・下）」「強力伝」

（第34回直木賞受賞）「八甲田山死の彷徨（映画「八甲田山」原作）」「望郷」

「縦走路」「蒼氷」「神々の岩壁」「先導者」「赤い雪崩」「アルプスの谷」「ア

ルプスの村」「アラスカ物語」「珊瑚」「劒岳 点の記（映画「劒岳」原作）」

など代表作をたくさん揃えています。

特集　新田　次郎（小説家、気象学者）

内容　この春から新入園・新

入学する皆さん、おめ

でとうございます。新

しい出会いやお子さん

の成長など、嬉しいことも多いですが、

準備なども大変ですね。図書館では、お

子さん向けに保育園・幼稚園・小学校の

でてくる絵本やおはなし。保護者の方に

は、お弁当・通園・通学グッズなど、入

園・入学のお助け本を用意しています。

企画展示コーナー

特集　入園・入学特集

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。　　・すべて入場無料です。

◇上映会のお知らせ◇

手作り図書館バッグ
2011年１月より利用開始!!
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

石毛医院562-2523

潮来市長選挙

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.2月生）

子育て広場（中）
舞台芸術体験事業
（牛・小）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.6月生）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

建国記念の日

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.7月生）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H19.11月生）

ストレッチ体操（い）

February

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
（潮・公）…潮来公民館
（牛・小）…牛堀小学校

子育て広場（中）
お元気会（い）
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潮来
シリーズ

第53回

潮来市の誇れる文化

昭
和４年11月15日から３日間にわたり、昭和天皇の閲兵

えっぺい

のもと、水

戸を中心として陸軍特別大演習が展開されました。この陸軍大演

習統監
とうかん

に際して巡
じゅん

幸
こう

が行われ、昭和４年11月19日、天皇一行は土浦海

軍航空隊から快速艇
てい

で霞ケ浦を渡り、香澄
か す み

村（現 当市）に上陸して歓

迎を受けました。その後、巡幸の12日前に開通したばかりの神宮橋を渡

り、午後２時30分鹿島神宮に到着、参拝
さんぱい

されました。（「目で見る鹿嶋・

行方の100年」より）

　巡幸に先立ち、稲
いな

井
い

川
がわ

橋の架
か

け替え工事が行われ、昭和４年３月15日

に竣
しゅん

工
こう

しました。竣工式にあたり、須賀
す か

地区の小倉正司さんの父母、

祖父母、祖々父母の三夫婦によって稲井川橋の渡
わたり

初
ぞ

めが行われまし

た。このとき開通した稲井川橋は現在も通行に供されており、歴史ある

構造物でもあります。なお、架け替え前の稲井川橋は荷
に

馬
ば

車
しゃ

が通れるほ

どの幅の石橋でした。

　稲井川は川
かわ

尾
お

池から流れ出し、前川に注ぐ全長２キロメートルの川

で、弘化
こ う か

３年（1846）作成の水戸南領一万石
いちまんごく

絵図
え ず

（須田家文書
もんじょ

）にも描
えが

かれています。絵図には、築
つい

地
じ

村の川尾山の北に大きな溜池
ためいけ

（川尾池）

が描かれ、川から流れ出る小川（稲井川）は東岸の延方
のぶかた

村、西岸の辻
つじ

村

の両村の間を流れ、前川に注いでいる様子が描かれています。この稲井

川が両村の境界となっていました。絵図中には、「築地村川尾池、延方

辻両村持」と記されていることから築地村内にあっても川尾池の権利は

下流の延方村、辻村の両村が所有していたものと思われます。

　このような背景のもと稲井川は、流域の水田に実りを育てる水の恵み

を供給してきました。

　なお、稲井川にかかる橋、稲井川橋は茨城県道５号竜ヶ崎潮来線が通

過しており、旧 水郷有料道路と県道５号線との交差点から西方向に20

メートル進んだところに所在しています。

　　　　　　　　　　　　潮来市文化財保護審議会委員　窪谷　　浩

稲井川橋と川尾池

◎今月の納税は、国民健康保険税の第８期分・下水道事業受益者負担金の第４期分です。
《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

月2

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.9月生）

子育て広場（中） 子育て広場（図）

いきいき健康体操（か）

＋当番医

久保医院564-6116

潮来あやめ寄席
（潮・公）

こころの健康づくり
＆いきいき☆健康サ
ロン事業（潮・公）

水 郷 美 術 展 覧 会
津知公民館まつり

津知公民館まつり

水郷美術展覧会
牛堀公民館まつり

牛堀公民館まつり

２月16日（水）から20日

（月）まで水郷美術展覧

会が北浦公民館で行な

われます。

住所：行方市山田2175



人口のうごき １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23年

１月13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

10,790世帯 （－ 2）15,362人15,038人 （－12）（－ 9）30,400人（－21）

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.118 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

　11月28日（日）、潮来第一中学校にて「青少

年のための科学の祭典」が開催されました。こ

の祭典は子どもたちに実験や工作を通して科学

の楽しさや不思議さを体験してもらうことを目

的に行っています。

　当日は約2,500人の方々が訪れ、たくさんの

子どもたちが目の前で行われる実験やショーに

魅入り、大きな歓声を上げていました。

　また、水郷潮来大使の「あやめ」も飛び入り

ゲストとして登場し、子どもたちと一緒に「科

学の祭典」を楽しみました。

青少年のための

あやめと子どもたち

スライム作り液体チッ素を使った－196℃の世界

サメのからだの秘密Dr.ナダレンジャーの自然災害教室

科学の祭典青少年のための


