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健康＆人権フェスタ

グラウンドゴルフ

田市長　二期目スタート！

二期目就任式（職員への訓示）

小中学生によるウォークラリー市民ヘルスウォーキング
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所信表明

レジ袋削減協定締結式

前川排水施設

水郷有料道路早期無料化啓発活動
潮来産コシヒカリ

「潮来あやめちゃん」

噴水施設「WAiWAiファンタジア」

あやめ娘

かすみ保健福祉センター 窓口業務開始
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!!

市長とどこでもミーティング～牛堀小学校にて
文化講演会

（横田　滋さん・早紀江さんご夫妻）

子育て広場
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所信表明

万 燈 会

日の出中学校屋内運動場・武道場

あやめ園整備事業
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日　時　４月２日（土）　午前10時～

　　　　 ※雨天の場合は３日（日）に

　　　　　 順延

場　所　権現山公園

内　容　模擬店、甘酒サービス

　　　　 野点（のだて）

　　　　 カラオケ・踊り

　　　　 そのほか、お楽しみ抽選会や

　　　　 餅まきも行います

日　時　４月10日（日） 午前10時～午後３時

　　　　 ※雨天中止　開催時は午前８時に

　　　　　 花火を打ち上げます。

場　所　前川あやめ園

内　容　ポン菓子、甘酒の無料配布

　　　　 模擬店、大正琴、読み聞かせ

　　　　 カラオケ発表会、潮来ばやし演奏など

　　　　 楽しいイベントが盛りだくさん。

　※放課後子ども教室も同時開催。

　　昔ながらの遊びを楽しみましょう。

　潮来市では水道普及率向上を図るため、新規水道加入者の方に対し、水道利用加入金を一律31,500円減免し

ます。水道の加入を検討されている方は、ぜひお申し込みください。

広報いたこ 2011
３月号 Vol.120

《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

メーター口径 現行（税込み） 減免後（税込み）

13ミリメートル 157,500円 126,000円

20ミリメートル 189,000円 157,500円

お問合せ　潮来市　水道課　TEL.６３-１１１１　内線３３１～３３３

※25ミリメートル以上についても減免の対象となります。

４月から水道利用加入金の減免制度が始まります

減 免 期 間　平成23年４月１日～平成25年３月31日

減免対象者　上記期間内における新規水道加入者

減　免　額　口径に関係なく一律　３１,５００円（税込み）

届 出 方 法　水道利用加入金減免届出書を給水装置工事申請書

　　　　　　　と同時に提出してください。

27

 

36

 

お問合せ　水郷潮来観光協会 TEL.63-3154お問合せ　潮来公民館　TEL.62-3522
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・匿　名　　　　　　　　　　　 2,000円
・水府流吟道吾風会　大川吾風　32,632円
・牛堀公民館まつり実行委員会　36,005円

善意銀行 （２月分・敬称略）

　１月19日（水）、茨城県庁舎において、「平成22年

度茨城県統計功労者表彰式」が行われました。

　この表彰式において永年の統計業務に対する貢献

が認められ、次の方々が表彰を受けられました。

　受賞おめでとうございます。

平成22年度茨城県統計功労者表彰式

　２月９日（水）、市内に本社を置き気象・地震観
測システムや各種情報通信システムの開発を行って
いる株式会社テックス（潮来市上戸　箕輪社長）か
ら、直下地震検知器「直下くん」の寄付をいただき
ました。「直下くん」は、同社が協力会社と開発を
行い製品化した震源の遠近を判断し大きな揺れが来
る前に警報を出す自律型地震検知機器です。
　特に震源の近い場所で特性を発揮し、大きな揺れ
が来る前に地震の発生を知らせてくれるため、速や
かな避難行動に移ることが可能です。
　また、工場等の生産ラインへシステムを組み込む
ことにより、地震発生時に生産ラインを緊急停止さ
せ、被害を最小化することができます。
　市民の皆さ
まの安心・安
全に一番効果
的と考えられ
る市民課窓口
に設置させて
いただきまし
た。来庁され
た際はぜひご
覧ください。

市へ直下地震検知器「直下くん」が
寄付されました 　１月29日（土）、筑西市において、「平成22年度優

良子ども会」の表彰式が行われ、「日の出５丁目つ
くし子供会」が受賞されました。
　この式典は子ども会活動の促進と充実を図るため
に開催されており、今回「日の出５丁目つくし子供
会」は、長年にわたり、子ども会活動に積極的に取
り組み、明るい地域づくりに貢献されたことが評価
されました。
　受賞、おめでとうございます。

優良子ども会　表彰

広報いたこ 2011
３月号 Vol.120

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　２月13日（日）、鹿嶋勤労文化会館において、「第
10回外国人による日本語スピーチコンテスト」が行
われ、平成21、22年度あやめまつりであやめ娘を務
めた、ローレン・パーカーさんが出場しました。
　「日本に溶け込んだ
私」をテーマにあやめ娘
としての体験談を交えな
がら、スマイル（笑顔）
の重要性についてスピー
チを行ったローレンさん
は見事、【スマイル賞】
に輝きました。
　受賞おめでとうござい
ます。

日本語スピーチコンテスト

　１月30日（日）、潮来高校において、「第27回潮来
市長杯スポーツ少年団ソフトテニス大会」が開催さ
れました。４市（潮来市、行方市、鉾田市、神栖
市）のスポーツ少年団15チームが高学年、低学年の
部に分かれて団体戦を行い、のべ150名の団員と指
導者、育成会の保護者が交流を深めました。

◇高学年の部
　優勝　潮来ソフトテニススポーツ少年団（潮来市）
◇低学年の部
　優勝　潮来ソフトテニススポーツ少年団（潮来市）

ソフトテニス大会で潮来市が優勝しました

○茨城県統計協会総裁表彰

米川　美津惠 さん

○茨城県知事表彰

大﨑　ひで子 さん
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　 新しく犬を飼った場合

①印鑑
②料金　５,３００円
　内訳：登録料　　　　　２,０００円
　　　　予防注射　　　　２,９５０円
　　　　注射済票交付手数料 ３５０円

開始～終了 場　　所 地　区

４月23日（土）

 9:00～ 9:20 貝塚農村集落センター 貝塚・江寺・築地
 9:35～10:15 川尾区集会所 川尾
10:30～10:45 古高農村集落センター 古高
11:00～11:15 北浦ヶ丘自治会集会所 大山
11:30～11:50 下田農村集落センター 下田・宮前・洲崎

４月24日（日）
 9:00～10:10 潮来市役所 将監・新町・後明・七軒丁・全域
10:25～11:15 潮音寺（慈母観音）そば 日の出全域
11:30～12:20 潮来市商工会（旧牛堀出張所） 牛堀一区・二区・全域

４月25日（月）

 9:00～ 9:35 大塚野会館 西丁・大塚野・十四番
 9:50～10:20 まちかどギャラリー駐車場 二～三丁目・下丁・上丁・浜丁
10:35～10:55 四丁目会館 四～八丁目・あやめ丁
11:10～11:35 日の出浪逆集会所（浄化センター） 日の出６～８丁目・十番
11:45～12:00 中央公民館 日の出３～５丁目
13:15～13:40 日の出２丁目児童会館 日の出１～２丁目
13:55～14:15 徳島田園都市センター 米島・徳島・福島・前川

４月26日（火）

 9:00～ 9:20 清水田園都市センター 清水
 9:35～ 9:55 旧牛堀第二小学校 堀之内・茂木
10:10～10:25 永山農村集落センター 永山
10:40～11:25 旧八代小学校 横須賀・芝宿・宿・古宿・赤須・台上戸
13:00～13:30 大生原公民館 釜谷・大生・大賀
13:45～14:15 荒工集会所 水原１～２区
14:30～14:45 横山会館 水原３区

４月27日（水）

 9:00～ 9:25 須賀区集会所 曲松・須賀
 9:40～ 9:55 小泉公民館 小泉
10:10～10:45 延方公民館 西区・新宮
11:00～11:15 東区集会所（浅間神社） 東区
11:30～11:45 大洲公民館 大洲

　 登録している犬

①市からの通知（ハガキ）
　※印を押してきてください。
②料金　３,３００円
　内訳：予防注射　　　　２,９５０円
　　　　注射済票交付手数料 ３５０円

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５３

　狂犬病予防注射日程表

～飼い主の方は、愛犬と一緒にお近くの会場へお越しください～

　生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法により「登録」をしなけれ
ばなりません。
　そして、年１回の「狂犬病予防注射」を受けることが義務づけられ
ています。
　また、犬の死亡・住所変更・所有者の変更があった場合は、市に届
出をしてください。

（　　　　　　　　　　　　　　 　　）

（   　　　　　　　　 ）

※雨天でも実施します。

狂犬病予防注射

料金と持参するもの

撮影協力：平成22年秋の注射会場に来てくれたワンちゃんたちです

平成23年度 愛犬の登録と

狂犬病予防注射（集合注射）実施のお知らせ

期　間 4月23日（土）～27日（水）

愛犬愛犬　　の登録と
狂犬病予防注射を忘れずに
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申込み・お問合せ　潮来市　農政課　TEL.６３-１１１１　内線２６６

《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》

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

 

まき割機チッパーシュレッダー
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内堀　文雄

横須賀東

小峰かよ子

台上戸

関川　勝美

宿

塙　　郁夫

永山西

平山　房子

堀之内

関口　芳江

茂　木

髙野るみ子

清　水

内藤　信也

芝　宿

仲澤　　實

水原３区

大川　尚昱

釜　谷

石津　利男

大　生

箕輪　強志

大　賀

古谷　淳子

牛堀一

羽生　信一

牛堀二

河井　和雄

洲　崎

小谷野保明

東区・前川

関澤　孝二

西　区

深澤　政司

徳　島

柳田　　清

米島・福島

高須　　孝

水原１，２区

円戸　康子

小　泉

柏﨑　敏子

小　泉

根本　一男

新　宮

松信　芳男

新　宮

三島　貞子

大　山

茂木　邦夫

下　田

明間　愛子

横須賀西

横田　京子

潮来第一中学区

田所　茂乃

日の出中学区

箕輪　幸子

潮来第二中学区

関川　恭子

牛堀中学区

鬼沢すみ子

古　宿

茂木　　浩

赤　須

永峰　　誠

永山東

田上　虎雄

大　山

粉名内なつ

古　高

お問合せ　潮来市　社会福祉課　℡.６３-１１１１　内線３８５

◆生活……病気で医療費や生活費の支払いが困難

◆子育て…子育てに自信がなく誰かに相談したい

◆虐待……近所の子どもが虐待されているかも

例えばこんな時、ご相談ください！

※民生委員・児童委員は 地域の相談役 です。一人で悩まないでご相談ください。

◆病気・介護…体が不自由で何かあった時に不安

◆いじめ………子どもがいじめられ不登校

◆一人暮らし…高齢者の一人暮らしで日常の生活が不安

例えばこんな時、ご相談ください！
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宮本　照子

川　尾

荒原　　茂

須　賀

平山　豊治

須　賀

石田　久明

曲　松

下河　勝嗣

曲　松

根本　瑞子

新　町

立原　　勲

後　明

植田　義継

後　明

川邉　照明

将　監

宮内　一行

江　寺

岩本　善子

貝塚・築地

井上志津江

日の出２丁目

須田　悦子

日の出３，４丁目

南部　和子

日の出５丁目

阪本　陽子

日の出５丁目

荒張　誠子

日の出６丁目

大原　則子

日の出８丁目

髙橋　　來

六、七丁目

大川友紀子

八丁目、七軒丁

橋本　英雄

大　洲

宍倉　園江

十番、十四番

中村　久江

日の出１丁目

大川　康洋

日の出１丁目

大﨑ひで子

あやめ１，２丁目

榊原　康子

二丁目

若槙　照子

二丁目

島田　順子

三丁目

前島　　操

四丁目

長谷川　彌

五丁目

橋本　久恵

西　丁

増田利恵子

大塚野１丁目

菅谷　玲子

大塚野２丁目

若槇　勝男

浜　丁

久保田京子

上　丁

久保木章子

下　丁

菅谷　靜枝

日の出７丁目

（敬称略）

　任期満了にともなう民生委員・児童委員の改選が行われ、平成22年12月１日に72名の方が委員に委嘱されました。

　民生委員・児童委員は市内のそれぞれの行政区を担当し、生活困窮者、高齢者、児童、障害者、などの援助を必要

とする方の相談・援助にあたります。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

民生委員・児童委員さんのご紹介
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潮来市健康づくり大会を開催します
ふるってご参加ください

ふれあいイキイキ☆健康サロン・市民ヘルスウォーキング大会　同時開催

　潮来市では、平成22年度テーマを「続・健康」として、市民の皆さんと

共に意識向上や体力づくりに取り組んでまいりました。本大会では健康づ

くりに寄与された方々への表彰を行います。

　潮来市かすみ保健

福祉センターでは、

市民の皆さまの健康

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。

１ 健康づくり功労者の方々への表彰

２ １年間の健康づくりの総括と今後の目標を

　 田市長からお話しさせていただきます。

３ 健康づくり選択メニュー

　 １）ヘルスウォーキング

　 　　７㎞程度のレギュラーコース（見所：大生神社・甕森神社等）

　 　　３㎞程度のショートコース（見所：愛染院・白鳥の里等）

　 ２）いきいき健康体操

　 　　式典会場で体操指導士会による体操（予定）

　 ３）バランスボール

　 　　いきいきＩＴＡＫＯスポーツクラブによる教室（予定）

４ 健康相談　潮来市の保健師による簡易健康相談会

５ そ の 他　かんぽの宿潮来から入浴券の提供があります

　　　　　　（入湯税150円は実費負担となります。）

日　時　　３月19日（土）　午前９時～午後１時

会　場　　かんぽの宿潮来

　皆さんが、大切な家

族と、この先も幸せな

生活をしていくため

に、大事なお知らせを

させていただきます。

　健康を維持・向上す

るための“はじめの一

歩”。それは、検診の

受診です。

潮来市健康づくり大会を開催します
ふるってご参加ください
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目的 検診名 検診内容 自己負担金 対象の方 日　程

特定健康診査
（40歳～74歳）

【基本項目】

　身体計測・腹囲測定・尿検査

　血圧測定・問診・血液検査

※23年度から血糖、尿潜血検査を

実施します。

【詳細項目】

前年度健診結果において必要と認

める方のみ

　　心電図・眼底検査・貧血検査

　※二次健診（該当者のみ・有料）

　　頸動脈エコー、糖負荷検査など

無　料

※二次健診
は有料と
なります。

潮来市国民健康保険加入の
40歳～74歳の男女

※社会保険、共済組合等の
方は、お勤め先にご確認
ください！

※医療機関健診も実施して
います！

　自己負担500円  １回目  

７/３（日）

　　～８（金）

７/10（日）

　　～11（月）

７/19（火）

　　～22（金）

７/25（月）

　　～28（木）

※６月中旬頃に受

診券を送付いた

します。

 ２回目  

12/４（日）

　　～６（火）

生活習慣病
予防健診

（19歳～39歳）

【基本項目】
　身体計測・腹囲測定・尿検査
　血圧測定・問診・血液検査
　※23年度から血糖、尿潜血検査を

実施します。
　※二次健診（該当者のみ・有料）
　　糖尿病予備軍等の方に
　　　　　　　　　糖負荷検査

無　料

※二次健診
は有料と
なります。

 19歳～39歳の男女

高齢者
健康診査

（75歳以上）

身体計測・尿検査・血圧測定
問診・血液検査

無　料

◇75歳以上の男女
　（未治療の方）
◇65歳以上の長寿医療制度
　（後期高齢医療制度）加入者

肝炎ウイルス
検査

問診・血液検査
（Ｂ・Ｃ型肝炎ウイルス検査）

500円
40歳の男女
41歳～76歳の男女
　　（過去に未受診の方）

結核・肺がん
検診

問診・胸部Ｘ線撮影 無　料 19歳以上の男女

前立腺がん
検診

問診・血液検査
（ＰＳＡ：腫瘍マーカー）

500円
50歳以上の男性
　　（前立腺未治療の方）

胃がん検診
問診・胃部Ｘ線撮影
（バリウムを飲みます）

500円 40歳以上の男女

８/10（水）
　　　～12（金）
８/21（日）
　　　～26（金）
※６月上旬に、対
象の方々へ申込
ハガキを郵送し
ます。

大腸がん
検診

問診・便潜血検査（２日法） 300円 40歳以上の男女

子宮頚がん
検診

問診・細胞診 500円

20歳以上の女性
※市内の婦人科での医療機
関検診もできます。

　　　（自己負担2,000円）

５/27（金）
　～６/21（火）

（土日を除く
　　　　18日間）
※２月下旬に、対
象の方々へ申込
ハガキを送付し
てあります。

乳がん検診

問診
超音波検査（30歳～56歳）
乳房Ｘ線検査（２年に１回）
　40歳～49歳：２方向
　50歳以上　：１方向

超音波
1,000円
乳房Ｘ線
500円

30歳以上の女性
※年齢によって検査内容が
異なります。

骨粗しょう症
検診

問診・超音波検査
（足のかかとで測定）

1,000円 19歳以上の女性
１/23（月）
　　～25（水）

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

検診項目が
充実し、
人間ドックに
近い内容に！

平成23年度の検診日程が決まりました。以下の表をご確認の上、すすんで受診しましょう！

「自分のため、家族のため、年に１度は必ず受診！」

平成23年度 潮来市検診日程
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お問合せ・申込先　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９０

決定通知　　受講決定者には、４月下旬ごろ自宅あて受講決定通知書を送付します

申　　込　　介護福祉課窓口か電話にて

　　　　　　　氏名（漢字、ふりがな）・生年月日・年齢（Ｈ23.４.１現在）・

　　　　　　　性別・住所・電話番号をお知らせください。

開　催　日 開　催　時　間 開催場所

１ ５月12日（木）

10：00から15：45
（昼休憩あり　１日５時間程度）

※初日のみ９：45開講

　初日と最終日のみ中央公民館と健康

プラザ間はバスの送迎があります。

（市バス使用のため、県民交通災害へ

の加入が必須となります。）

茨城県健康プラザ

２ ５月16日（月） 潮来市中央公民館

３ ５月19日（木） 〃

４ ５月23日（月） 〃

５ ５月26日（木） 〃

６ ５月30日（月） 〃

７ ６月２日（木） 〃

８ ６月６日（月） 茨城県健康プラザ

　潮来市では、シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会を開催しま

す。シルバーリハビリ体操とは、介護予防のための体操で、どんな体勢で

も、道具を使わず、いつでも、どこでも、一人でもできる体操で、潮来市

シルバーリハビリ体操指導士会の協力で、各地区公民館や集会場で、この

体操の普及活動を行っています。

　当市では、この体操をさらに普及させるため、１級指導士（下河よし子

さん外３名）の協力により、３級指導士の養成講座を開催します。みなさ

んも３級指導士の資格を取得し、地域活動の実践者となりませんか？

講習会日程・場所

募集人員　　２０名（募集人員以上の申し込みがあった場合は、抽選となります）

申込資格　　次のすべての要件を満たす方

　　　　　　　１ 平成23年４月１日現在で満60歳以上

　　　　　　　　（50歳以上の方も申込できますが、60歳以上の方を優先します）

　　　　　　　２ 潮来市に居住していること

　　　　　　　３ 常勤の職に就いていないこと

　　　　　　　４ ３級取得後に地域活動を行うことができること

　　　　　　　５ 講習会の全日程に参加できること

受 講 料　　無　料（交通費、昼食代は各自負担）

受講内容　　講　義：介護予防とリハビリテーションの推進、解剖運動学、

　　　　　　　　　　加齢と運動器の障害、食生活と栄養　他

　　　　　　実　技：シルバーリハビリ体操　他

申込期間　　３月10日（木）～４月15日（金）

募集
受講者を

します

募集

《広　告》
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お問合せ　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９３

20

20

 
 

 

扶養親族の数 本　　人
配偶者および
扶養義務者

０人 3,604,000円 6,287,000円

１人 3,984,000円 6,536,000円

２人 4,364,000円 6,749,000円

３人以降の加算額
（1人につき）

　380,000円 　213,000円

所得制限限度額

＊本人の所得には非課税の公的年金を含ます。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

20
20

 
 

20

  

《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

《広　告》
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納付書を紛失したのですが、
どうすれば納付できますか？

　市役所（収税課・介護福祉課・市民課窓
口）で納付書の再発行ができます。
　また、市外在住の方などで来庁が困難な場
合は、再発行した納付書を郵送いたしますの
で、下記までご連絡ください。

　市では、空き家や空き地の利活用を通して市の活性化を図るため、「潮来市空き家・空き地情報バンク制度」を設
置しています。今回、お申込いただく方の負担を軽減し、登録物件数の増加を図るため申込時に必要な書類を簡素
化しました。皆さまからの情報提供をお待ちしています。

○物件登録申込書（様式第１号）

○誓約書（様式第２号）

○登記簿謄本

○固定資産税納税証明書

○媒介契約を締結している場合は、契約書の写し

納　期　限 固定資産税 軽自動車税 市県民税
国民健康
保険税

介護保険料
後期高齢者
医療保険料

平成23年５月２日 ○

平成23年５月31日 ○ ○

平成23年６月30日 ○ ○

平成23年８月１日 ○ ○ ○

平成23年８月31日 ○ ○ ○ ○

平成23年９月30日 ○ ○ ○

平成23年10月31日 ○ ○ ○ ○

平成23年11月30日 ○ ○ ○

平成23年12月26日 ○ ○ ○

平成23年12月31日 ○

平成24年１月31日 ○ ○

平成24年２月29日 ○ ○ ○

※物件登録の際に必要な申込み様式（申込書及び誓約書）は、情報バンクホームページからダウンロード可能です。

※申込みいただいた情報をもとに、物件情報等の確認を行います。

※詳細は下記ホームページをご覧ください。

　　お問合せ　潮来市　企業誘致推進室　TEL.６３-１１１１　内線２１８
　　　　　　　潮来市空き家・空き地情報バンク　 http://www.city.itako.lg.jp/joho_bank/

＜物件登録申込時に必要な書類＞

○物件登録申込書

　（様式第１号）

○誓約書（様式第２号）

口座振替をご希望される方は、振替希望日２ヶ月前に届出をお願いします。

※市税・保険料の納付は納め忘れのない口座振替が便利です。ご相談は市役所収税課または市内金融機関までご相談ください。

市（県）外から納める方法はありますか？

　納期限内であれば、コンビニエンスストアまたは、関東各
都県及び山梨県内のゆうちょ銀行で納めることができます。
　遠方より納付される場合は、下記までご連絡ください。
　なお、安心で便利な口座振替のご利用をお勧めします。
　※口座振替は市内に本支店のある金融機関に限ります。

Q. Q.

◆納付に関すること　潮来市　収税課　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１２９
◆課税・課料に関すること
　潮来市　税務課　　TEL.６３-１１１１
　市県民税　内線123～124　固定資産税・軽自動車税 内線125～126　国民健康保険税 内線138

　◆介護保険料について　　　　　　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１　内線390
　◆後期高齢者医療保険料について　潮来市　市民課　　　TEL.６３-１１１１　内線137

潮来市空き家・空き地情報バンクへの

物件登録がしやすくなりました！（１月28日～）

平成23年度 市税・保険料 納期一覧平成23年度 市税・保険料 納期一覧
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○平成20年６月から、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」を設置しなければ

なりません。まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。

●寝室（普段、寝室として使って

いる部屋）

●階段（２階以上の階に、寝室が

ある場合。詳しくは消防署へ。）

※台所・居間（義務はありません

が、安心・安全のため設置をお

すすめします。）

設置しなければ
ならない場所

設置しましたか？住宅用火災警報器

家族やあなたの命を守るために大変有効です

設置しましたか？住宅用火災警報器

●必要な性能を満たしていない粗悪品を高価で販売する。

●消防職員のような服装で、「消防署の方から来ました。」等と

言って販売する。（消防署が販売することはありません。）

お問合せ　鹿行広域消防本部 TEL.0291-34-7119　　潮来消防署 TEL.63-0119

住宅用火災警報器の

悪質な訪問販売にご注意！

●住宅用火災警報器・消火器に関するご質問などは、消防本部・潮来消防署までお気軽にご相談ください。

○ライトを下向きで走行中、歩行者等を直前で発見出来ずに衝突する事故が目立ちます。歩行者等を早

く発見するため、対向車・先行車がない時は上向きで走行してください。

○日没前からライトを早めに点灯し、他の道路利用者に自車の存在を認識させてください。

○ライトの照射距離内で停止できる、安全な速度で走行してください。雨の日は停止距離が長くなりま

すので特に注意が必要です。

○道路を横断する際、一旦止まって右左の安

全を必ず確認してください。

○明るい色の服装で、反射材等を身につけて

ください。

○懐中電灯の携行に心掛けてください。

運転者は

歩行者は

こまめにライトの上下切り替えが必要！

反射材を！

こまめにライトの上下切り替えが必要！

反射材を！

反射材の着用で

ドライバーから見られる工夫を！

お問合せ　行方警察署　交通課　TEL.７２-０１１０　内線４２１

ドライバーが、歩行者

に気付いているとは

限りません。

ライト切り替えによる交通事故防止ライト切り替えによる交通事故防止
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お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

・貸出中の資料には、予約をすることができます。返却

され次第お貸しします。

・図書館カウンター、図書館ホームページ、携帯ホーム

ページ、館内検索パソコンからご予約いただけます。

・お一人様につき、図書５点、雑誌２点、視聴覚２点ま

で、ご予約できます。 

・視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ）の予約は、図書

館カウンターでお申し込みください。

※カウンター以外での予約にはパスワードが必要になり

ます。初期設定はカウンターでお受けしています。 

⇒キャラバンカーにたくさんの絵本を乗せて、図書館におはなし隊がやってくるよ！

おはなし隊と一緒に本を読んで楽しもう!!キャラバンカーの見学もあるよ！

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

３月19日（土） 午後１時30分～
レミーのおいしい

レストラン
－ 子ども向け（アニメ）

３月20日（日） 午後１時30分～ 誰が為に鐘は鳴る ゲイリー・クーパー出演
青少年・大人向け

（洋画）

・図書館２階視聴覚室で上映いたします。（入場無料）

◇上映会のお知らせ◇

たくさんのご利用
ありがとうございます

○来館者数：170,239人

　（開館後累計：919,172人）

○貸出点数：272,201点

　（開館後累計：1,431,890点）

○新規登録者数：971人

　（開館後累計：14,404人）

○おはなし会：370人

○上　映　会：112人

○学習室利用：6,299人

○予 約 件 数：6,359件

　今年度もたくさんのご利用ありがとうございました。来年度も引き続き、皆

さまにとって役立つ図書館を目指して、たくさんの本を揃えたり、楽しいイベ

ントを開催していきます。

予約・リクエストサービスをご利用ください

イベントの

お知らせ

・リクエストとは、利用者の方から購入希望をい

ただいた図書資料を図書館の蔵書として購入

し、貸出を行うサービスです。（雑誌・視聴覚

は参考意見とさせていただきます）

・図書館カウンターでお申込みいただけます。

・リクエストは、市内に住んでいる方、通勤、通

学している方のみ受け付けます。

・リクエストは、お一人様につき、月３冊までお

受けできます。

・絶版や選書方針により、購入ご希望にお応えで

きない場合がありますのでご了承ください。

日　時　４月10日（日）

　　　　午後２時30分～３時30分

申込み　無　料

場　所　

キャラバンカーの見学：図書館駐車場、

おはなし会：図書館おはなしの部屋

『本と遊ぼう！講談社おはなし隊と
　キャラバンカーがやってくる！』

○リクエスト件数：960件

○所蔵資料数：（新規受入点数）

　一般図書：4,410点、

　児童図書：1,655点、合　計：6,065点

　（開館後累計）

　一般図書：112,056点、

　児童図書：25,659点、合計：137,715点

　視 聴 覚：CD/2,348点、DVD/2,363点、

　　　　　　ビデオ/518点、カセット/４点

　　　　　　合　計：5,233点

平成22年４月～平成23年１月末現在の利用状況

４月17日（日）午後２時～３時
お話し会拡大版

（子ども読書の日特集）
図書館のおにいさん、おねえさん

４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

４月23日（土）午後２時～２時30分

おともだちのおはなし
図書館友の会

４月３日（日）午後２時～２時30分

入学・入園のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

４月７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）
うしぼりお話し会

４月９日（土）午後２時～２時30分

花のおはなし
図書館友の会

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

 ４月の図書館カレンダー 
※休館日は、４月２０日（水）

館内整理日となります。
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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）

＋当番医

石毛医院562-2523

潮来公民館さくらまつり
ホームタウンデイズ
「潮来の日」
＋当番医
飯島内科566-0280

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）
公立幼稚園入園式

子育て広場（中）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H22.11月生）

小学校入学式

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.4月生）

子育て広場（中）
潮来保育園入園式

子育て広場（図）
中学校入学式

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.8月生）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H20.1月生）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）

子育て広場（中）
ヘルスアップ教室

（潮・公）
いきいき健康体操（か）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.9月生）

＋当番医

船坂医院566-1285

April

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
（延・公）…延方公民館

昭和の日

子育て広場（中）

広報いたこ 2011
３月号 Vol.120

＋当番医

久保医院564-6116

月4

55

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

ストレッチ体操（い）

のぎく会（い）

権現山公園桜まつり

３/27～４/10まで　権現山公園　桜ライトアップ

３/27～４/10まで
権現山公園　桜ライトアップ

３/27～４/10まで
権現山公園 桜ライトアップ

10

27



人口のうごき ３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

３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

10,797世帯 （＋ 2）15,346人15,033人 （－11）（－ 1）30,379人（－12）

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.120 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

　“日本発、世界の経済をエ

コ化する！”をテーマに、エ

コビジネスの芽を見つけ、育

てるコンテスト「eco japan 

cup 2010」( 主催：環境省、総

務省 他)において、潮来市の

児童二人がキッズエコアート

部門で優秀な成績を修めまし

た。

　本年度の応募総数は1,233

件にのぼり（キッズエコアー

ト部門：317件）、各部門とも

全国からたくさんの応募が寄

せられ、 優れたアイデアお

よび作品が集まりました。

　受賞作品については、12月

９日（木）～11日（土）に東

京ビッグサイトで行われた、

エコプロダクツ2010 会場に

て展示、発表され、また、12

月10日（金）には表彰式およ

びレセプションが開催されま

した。

　環境課では、ちいさな芽から育て

たいことから、今後も子どもたちの

若い力と発想力に期待し、様々なコ

ンテストなどに挑戦してもらいたい

と考えています!!

　なお、潮来市環境課は、いいエコ

アイデアとキッ

ズエコアートの

多数応募を取り

まとめたことか

ら、団体賞をい

ただきました。

牛堀小学校５年

茂木　恵斗くん

潮来小学校６年

兼平　泰地くん

テーマ「未来の緑の町」

入　選

準グランプリ

受賞おめでとう！ 受賞おめでとう！

テーマ「エコな昔に戻って」（東京ビッグサイトにて展示）

受賞キッズエコ
アート部門で
キッズエコ
アート部門で


