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災

自

多
心今、「心」をひとつに…

　東日本大震災後の復興に向けた取り組みの中で、たくさんのボラン

ティアの方々にご協力いただきました。その活動の様子をおさめた写真

をいくつか紹介させていただきます。

2広報いたこ 2011
５月号 Vol.122

今、「心」をひとつに…

多くの方々に復興に向けた

力をいただきました

自衛隊・

ボランティアの

方々による給水活動・

炊き出しの様子

災害対策本部や避難所でのボランティアによる支援活動

茨城ゴールデンゴールズの野球教室 アントラーズ小谷野選手のサッカー指導 潮来一中から寄贈されたプランター

ボランティアによるカレーの炊き出し 自衛隊による給水活動

ボランティアによる支援物資搬入 避難所で説明を受けるボランティア ボランティアによる支援物資受付

日野皓正さんの“がんばれ潮来市”ライブ



　市では、３月から４月にかけ、民間施設のご厚意により無

料入浴サービスを実施して参りました。

　各民間施設には、無償提供による入浴サービスにご協力い

ただきました。この場を借りて、ご協力いただいた方々へ、

改めて感謝申し上げます。

 入浴サービスを実施していただいた施設 

 ジェイゴルフ霞ヶ浦　　　麻生カントリークラブ　

 潮来カントリー倶楽部　　潮来ホテル

 割烹旅館霞ヶ浦　　　　　かんぽの宿潮来　　（順不同）
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　復興に向けた、人的支援として

かけつけていただいた、長野県の

３市町村（岡谷市、長和町、阿智

村）、行方県税事務所の方々。

　家屋調査や被害認定調査などに

おいて多大な貢献をしていただい

ております。

多くの方々の協力を得ながら

現在も復興作業が進められています

全国から寄せられたメッセージ 1,500人が集まった日の出地区土砂撤去作業

多くの方々にご協力いただいた日の出地区の復興作業

ボランティアによる入浴サービス受付
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  ４月30日（土）、あやめまつりに先立ち、「嫁入り

舟」が運航され、市内外から集まった多くの方々が

幸せの門出を祝いました。

　この日、結婚式を迎えたのは、神栖市の細田喜博

さんと真弓さん夫妻。あやめまつり開催前に行う今

回の特別運航は以前から予定されていましたが、震

災の影響で実施が危ぶまれていました。そのような

中、真弓さんからの「私の家も断水し、傾いていま

す。こんなときだからこそ嫁入り舟を実現させ、潮

来に元気を」という思いがつづられた手紙が届き、

嫁入り舟を特別運航することになりました。

　白無垢（しろむく）姿の花嫁を乗せた嫁入り舟

は、前川あやめ園を出発し、花婿の待つ「ＷＡｉＷ

Ａｉファンタジア」に向け進み、親族や観光客など

から「おめでとう」との声がかけられました。

　真弓さんは、「幼い頃から嫁入り舟に乗るのに憧

れていました。とても嬉しい」と幸せそうに話して

いました。

　５月17日（火）、柗田市長をはじめ、水郷潮来観

光協会、潮来市商工会、あやめ娘、娘船頭が中心と

なり、橋本知事へ表敬訪問を行いました。

　柗田市長は橋本知事に対し、「大震災の影響によ

り、開催が危ぶまれていたあやめまつりですが、商

工会や観光協会、そして嫁入り舟の花嫁さんなどか

らの強い要望を考慮し、開催を決定しました。震災

で疲れた心を花の力で癒していただければ」と説明

し、知事からは「自粛が広がると、失業者が増えて

しまう。地域活性化のためにもこのような祭りは、

どんどん開催していただきたい」との力強いお言葉

をいただきました。

  その後、一行は茨城放送を訪問し、柗田市長・あ

やめ娘・娘船頭が生放送番組に出演しました。番組

の中で、あやめ娘の松田朋子さんは「震災に負け

ず、元気な潮来をＰＲしたい」とあやめまつりにか

ける思いを語りました。

あやめまつり開催に向けて
４月６日（水）、水郷潮来観光協会（高塚悌治

会長）、潮来市商工会（村山正光会長）の代
表者ら18名が市役所を訪れ、あやめまつり開催の
嘆願書を柗田市長に手渡しました。
　嘆願書には高塚会長、村山会長をはじめ、潮来
旅館組合、潮来法人会、市地域女性団体連絡協議
会、潮来青年会議所、潮来民謡保存会などの代表
者が名を連ね、「震災復興のメッセージとして、あ
やめまつりの開催を」と求めました。
　当初、東日本大震災で液状化などの被害を受け
たことを踏まえ、「予算を復興に使っていきたい」
との市の思いから、あやめまつりの中止も検討し
ましたが、民間団体と協議し、これまでより市の
負担を軽減した形での開催が決まりました。

あやめまつり開催の嘆願書あやめまつり開催の嘆願書

橋本茨城県知事を表敬訪問

復興へ向け、嫁入り舟特別運航
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行　事　名 実施日時 実施場所

嫁入り舟の運航

水　11：00（初の平日運航）
土　11：00・14：00
日　11：00・14：00
※６月４日（土）は13：00からも運航します。

前　川
市営櫓舟の運航 期間中 

宵の嫁入り舟 期間中の土曜日　20：00

宵の櫓舟運航 18：00～20：30

あやめ踊り披露 ５月29日（日）,６月５日（日）,12日（日）,19日（日）

潮来囃子演奏 ６月12日（日）,19日（日）

踊り披露 ５月28日（土）,６月４日（土）,11日（土）,18日（土）

観光ボランティア案内 期間中
前　　川

あやめ園
水郷の燈（すいごうのあかり） ６月18日（土）・夜

日の出小ブラスバンド部演奏会 ６月18日（土）13：30～14：00

全国優良品種花菖蒲展示会 期間中
前川あや

め園周辺

前川あやめ園ライトアップ 期間中の土曜日・夜

駅からハイキング ６月11日（土）

潮来市特産品販路推進販売 期間中

ガンバレ潮来！
水のJAZZ FESTIVAL

６月12日（日）10：00～16：00　
当日は花村菊江ショーも行います。

潮来駅

西　口

大会行事

行　事　名 実施日時 実施場所

潮来のうたフェスティバル ５月29日（日） 潮来ホテル

関東俳句大会 ６月５日（日） 潮来公民館大ホール

囲碁大会 ６月５日（日） 延方公民館

弓道大会 ６月12日（日） 潮来高校

少年剣道大会 ６月12日（日） 潮来第一中学校体育館

将棋大会 ６月19日（日） 津知公民館

短歌大会 ６月19日（日） 牛堀公民館１階ホール

水郷潮来シティレガッタ ６月26日（日） 常陸利根川

協賛行事

お問合せ　潮来市　観光商工課　TEL.６３-１１１１　内線２４１～２４５

第６０回

１．開催期間　5月21日（土）～6月26日（日） 37日間

２．開催場所　市営前川あやめ園（一部通行止め区間あり）

水郷潮来あやめまつり

《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

《広　告》

　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。

　今年は土・日曜だけで

なく、水曜日にも実施

し、史上最多36組の嫁入

り舟が行われます。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。

嫁入り舟
今年の注目は

ココ！
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　東日本大震災で被災した皆さまへメッセージやエネルギーを届けるために、アントラーズＯＢと元

Ｊリーグスタープレーヤーによる震災復興チャリティーマッチが開催されます。

　また、当日はホームタウン５市（潮来・鹿嶋・神栖・行方・鉾田）による太陽光パネル下でのマル

シェ（朝市）やコンコースでの出展、試合後の『FUNKY MONKEY BABYS』によるスペシャルチャリ

ティーライブなど、様々な復興イベントも行われます。

　皆さん、『元気』をもらいにスタジアムに行きましょう！

カシマスタジアムＪ１試合日程

６/15(水)19:00　ヴァンフォーレ甲府

　 18(土)19:00　ジュビロ磐田

　 25(土)18:30　川崎フロンターレ

７/10(日)18:30　アルビレックス新潟

　 17(日)18:30　ベガルタ仙台

　 27(水)19:00　ガンバ大阪

８/６(土)18:30　モンテディオ山形

　 17(水)19:00　セレッソ大阪

　 20(土)18:30　サンフレッチェ広島

　 28(日)18:30　アビスパ福岡

○若槙米店　○草野毛糸店　

○たけよし うなぎ店　 ○若田屋そば店

○菅谷クリーニング店　○富士屋ホテル

○潮来ホテル　○錦水うなぎ料理店

○アイモア　○茶の大川園

期　間　6月26日（日）まで

時　間　午前10時～午後５時

場　所　水郷まちかどギャラリー

内　容　小堀進・村山密 

他８名の水郷の

作家による絵画

の展示

入場料　無　料

※会期中休館日はありません。

震災復興チャリティーイベント

『SMILE AGAIN』
 ～YELL FROM KASHIMA～ 開催！

日　時　6月4日（土）　午後２時 キックオフ

会　場　県立カシマサッカースタジアム

内　容　①チャリティーマッチ「FOOTBALL STARS AID」

　　　　　　ANTLERS LEGENDS
　　　　　（鹿島アントラーズＯＢ）

　　　　　　　　　vs　WITH HOPE UNITED
　　　　　　　　　（元Ｊリーグスタープレーヤー）

　　　　②スペシャルチャリティーライブ

　　　　　参加アーティスト：FUNKY MONKEY BABYS

お問合せ　鹿島アントラーズファンクラブ事務局 TEL.８２-５５５５（午前10時～午後４時）

　お問合せ　水郷まちかどギャラリー

　　　　　　TEL.６６-０６６０

　　　お問合せ　水郷潮来観光協会

　　　　　　　　TEL.６３-３１５４

水郷潮来花嫁衣装
街かど展示

　明治・大正・昭和の花嫁衣装を市内10ヶ所で展

示しますので、ぜひご覧ください。

期　間　5月28日（土）～6月19日（日）

 
 

第３回水郷作家展
水郷潮来花嫁衣装
街かど展示

※チケット等の詳細は鹿島アントラーズオフィ

シャルサイトにてご確認ください。

《http://www.so-net.ne.jp/antlers/》

震災復興チャリティーイベント

『SMILE AGAIN』
 ～YELL FROM KASHIMA～ 開催！
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　災害により負傷又は、家財の損害を受けた方に対して、生活再

建に必要な資金を貸し付けます。

お問合せ・申請先　潮来市　社会福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３８５・３８６

世帯主の１ヶ月以上の負傷 世帯主の負傷なし

負傷があるのみ １５０万円 ―

家財の損害３分の１以上 ２５０万円 １５０万円

住居が半壊 ２７０万円 １７０万円

住居が全壊 ３５０万円 ２５０万円

住居の滅失・流失 ― ３５０万円

世帯人数 市民税における平成21年の総所得額（世帯全員）

１人 ２２０万円

２人 ４３０万円

３人 ６２０万円

４人 ７３０万円

５人以上 ７３０万＋１人増すごとに３０万円を加算した額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合　　１,２７０万円

 貸付限度額

 所得制限

※世帯主の負傷は、災害によるものであること。

 貸 付 利 率  保証人を立てた場合　…無利子

　　　　　　　 　保証人を立てない場合…年１.５％（据置期間中は無利子）

 償 還 期 間  13年以内（据置期間を含む）

 据 置 期 間  ６年以内（特別の場合８年）

 償 還 方 法  年賦または半年賦

 連帯保証人  連帯保証人は次の要件を満たす必要があります。

　　　　　　　 　　① 能力者であること（連帯して責任を負える者）　　　

　　　　　　 　　　② 弁済の資力を有する人

　　　　　　 　　　③ 借受人と同一世帯の者ではないこと

　　　　　　 　　　④ 災害援護資金の借受人ではないこと

　　　　　　 　　　⑤ 市内在住であること

　　　　　　 　　　　（市内にいない場合は近隣の市町村在住の方でも可）

 提 出 書 類  １ 災害援護資金借入申込書（社会福祉課にて配布）

　　　　　　　 　２ り災証明書

　　　　　　　 　３ 世帯の平成21年の所得に関する証明書　　

　　　　　　　 　４ 診断書（世帯主の負傷がある場合のみ）

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２
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　日の出地区のごみ集積所は、６月１日（水）から元の場

所に戻ります。分別・収集曜日は、震災前と同様となりま

すので、ご理解とご協力をお願いします。

環境課からの
お 知 ら せ
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　　　　　　　　　　　　 （平成22年度）　　（平成23年度）

特別児童扶養手当（１級）　　50,750円　　→　　50,550円

　　　 〃 　　　（２級）　　33,800円　　→　　33,670円

特別障害者手当　　　　　　　26,440円　　→　　26,340円

障害児福祉手当　　　　　　　14,380円　　→　　14,330円

福祉手当（経過措置分）　　　14,380円　　→　　14,330円

※詳細は介護福祉課までお問い合わせください。

平成23年度 特別児童扶養手当および
特別障害者手当等の手当額変更のお知らせ！

対 象 者 市民税非課税世帯の方 ＮＨＫの放送受信料全額免除世帯の方

支援内容

（１）簡易なチューナー１台を

お住まいへ配送します。

（２）設置方法と操作方法を電

話でサポートします。

（１）お住まいへ訪問して、簡易なチューナー１台を設置し操作

説明を行います。

（２）簡易なチューナー１台のみで地上デジタル放送が視聴でき

ない場合は、アンテナの改修なども行います。

（３）共同受信施設・ケーブルテレビの必要最低限の改修経費を

負担します。

申込方法

平成23年７月24日（消印有効）

までに潮来市役所介護福祉課に

て、申込書をご記入の上、世帯

全員の記載された住民票と世帯

全員分の非課税証明書を添え

て、地デジチューナー支援実施

センターに送付してください。

ＮＨＫ受信料全額免除世帯（生活保護世帯／障害者が世帯構成員

で世帯全員が住民税非課税の世帯等）は、事前に介護福祉課にて

受信料全額免除申請をしていただくと、ＮＨＫから受信料全額免

除証明書が送付されます。

その上で、平成23年７月24日（消印有効）までに潮来市役所介護

福祉課にて、申込書をご記入の上、受信料全額免除証明書を添え

て、地デジチューナー支援実施センターに送付してください。

　「児童扶養手当法による児童扶

養手当の額等の改定の特例に関す

る法律（平成17年法律第９号）」の

規定により、右記のとおり平成23

年４月分～手当額が変更になりま

す。

お問合せ・申込先　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１ 内線３９０・３９１

　悠々塾は事業主体を高齢者クラブ連合会とし、

各地区との連携を図りながら充実した事業を展開

してきました。健康で豊かな人生を送るために、

悠々塾で自分にあった楽しみを見つけませんか？

務省による、地上デジタル
　放送簡易チューナーの無償給付が行われます

お問合せ　潮来市　介護福祉課　TEL.６３-１１１１ 内線３９２・３９３

※既に地上デジタル放送に対応しているご家庭は、給付を受けられません。

場　　所　中央公民館・潮来公民館

受講資格　市内在住でおおむね、60歳以上の方。

　　　　　 ※市バスを利用する方は、必ず市総務課にて

　　　　　　 県民交通災害共済にご加入ください。

受 講 料　年間５，０００円（材料費等実費有り）

申込方法　介護福祉課または、地区高齢者クラブ
連合会会長宅にある申込用紙に記入し
受講料を添えてお申込みください。

　　　　　 ※③陶芸講座は初心者優先、応募者多数の

　　　　　　 場合、抽選となる場合があります。

申込締切　６月９日（木）

平成23年度

「悠々塾生」募集
講座内容　年４回講座　午前10時～正午

①教　養　講　座（75名）
②歴　史　講　座（40名）
③陶　芸　講　座（20名）
④コーラス講座（30名）
⑤川　柳　講　座（15名）

⑨社交ダンス講座（25名）
　※⑨については、午後１時～３時

　※上記、専門講座の他に全体研

修・講座発表会有り。

⑥カラオケ講座（30名）

⑦絵 手 紙 講 座（25名）

⑧新規講座
　民　謡　講　座（25名）
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日　　程　①６月22日（水）

　　　　　②７月21日（木）

時　　間　午前９時30分～11時

内　　容　①歌や手遊び、保育への参加

　　　　　②戸外での遊び・親子での製

作・紙芝居

対 象 者　２～４歳のお子さんとその保

護者

持 参 物　水筒、帽子、上履き（お子さ

ん用）、スリッパ（保護者

用）、着替え等

参 加 費　無　料

申込人員　15組

申込期限　①６月17日（金）

　　　　　②７月15日（金）

申込方法　電話または、ＦＡＸにてお申

し込みください。

開催日　毎週木曜日 

時　間　午前10時～正午、午後１時～３時 

場　所　潮来市立図書館 

　震災を受けたお子さんの様子で心配なこ

とがあるときは、「被災児童等の心の相談窓

口」にお電話ください。県外から茨城県に

避難されているお子さんについての相談も

お受けしております。

お問合せ　潮来市　社会福祉課　子育て支援室　TEL.６３-１１１１　内線３８６

お問合せ・申込先　潮来市立延方幼稚園　TEL.６６－２５３３　FAX.６６－３５６９

　子育て広場を５月19日（木）から一部再開しております。

　なお、中央公民館での子育て広場の再開時期について

は、決定次第、広報紙・ホームページにてお知らせしま

す。

　皆さんのご利用をお待ちしております。 

相談電話　０２９－２２１－４９９２
　　　　　（茨城県福祉相談センター代表電話番号）

受付期間　平成２４年３月末まで

受付時間　月～金曜（祝日除く） 
　　　　　午前９時～午後５時

の相談窓口

被災児童等の

心

市立延方幼稚園 園庭開放市立延方幼稚園 園庭開放

子育て広場 一部再開のお知らせ子育て広場 一部再開のお知らせ
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契約医療機関

医療機関名 住　所 電話番号

飯 島 内 科 日の出8-13-2 66-0280

大久保診療所 潮来143-2 62-2506

仲 沢 医 院 あやめ2-27-11 63-2003

延方クリニック 宮前1-11-8 66-1873

※市外の医療機関につい

ては、かすみ保健福祉

センターまでお問い合

わせください。

※契約医療機関以外で接

種した場合は、全額自

己負担となりますので

ご注意ください。

 
 

30

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

23

29

 
 

接種対象年齢 接種回数

ヒブワクチン

２ヶ月～７ヶ月未満 ４回

７ヶ月～12ヶ月未満 ３回

１歳～５歳未満 １回

小児肺炎球菌

ワ ク チ ン

２ヶ月～７ヶ月未満 ４回

７ヶ月～12ヶ月未満 ３回

１歳～２歳未満 ２回

２歳～５歳未満 １回

　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。
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停留所名 １便 ２便 ３便 ４便

1 延方駅 9:05 11:05 13:05 15:05

2 道の駅いたこ 9:11 11:11 13:11 15:11

3 水郷潮来バスターミナル 9:14 11:14 13:14 15:14

4 日の出中学校前 9:16 11:16 13:16 15:16

5 日の出８丁目 9:17 11:17 13:17 15:17

6 ショッピングセンターアイモア 9:20 11:20 13:20 15:20

7 潮来駅 9:22 11:22 13:22 15:22

8 セイミヤ潮来店 9:24 11:24 13:24 15:24

9 潮来公民館 9:25 11:25 13:25 15:25

10 大黒天 9:28 11:28 13:28 15:28

11 潮来ふるさと館 9:29 11:29 13:29 15:29

12 かすみ保健福祉センター 9:33 11:33 13:33 15:33

13 潮来市立図書館入口 9:37 11:37 13:37 15:37

14 永山交差点入口 9:38 11:38 13:38 15:38

15 ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー 9:40 11:40 13:40 15:40

16 牛堀公民館入口 9:41 11:41 13:41 15:41

17 掘之内 9:44 11:44 13:44 15:44

18 茂　木 9:46 11:46 13:46 15:46

19 水郷県民の森 9:49 11:49 13:49 15:49

20 ヘルスランドさくら 9:52 11:52 13:52 15:52

停留所名 １便 ２便 ３便 ４便

1 ヘルスランドさくら 10:05 12:05 14:05 16:05

2 水郷県民の森 10:08 12:08 14:08 16:08

3 茂　木 10:11 12:11 14:11 16:11

4 掘之内 10:13 12:13 14:13 16:13

5 牛堀公民館入口 10:16 12:16 14:16 16:16

6 ショッピングプラザ ラ・ラ・ルー 10:17 12:17 14:17 16:17

7 永山交差点入口 10:19 12:19 14:19 16:19

8 潮来市立図書館入口 10:20 12:20 14:20 16:20

9 かすみ保健福祉センター 10:24 12:24 14:24 16:24

10 ふるさと館 10:28 12:28 14:28 16:28

11 大黒天 10:29 12:29 14:29 16:29

12 潮来公民館 10:32 12:32 14:32 16:32

13 セイミヤ潮来店 10:33 12:33 14:33 16:33

14 潮来駅 10:35 12:35 14:35 16:35

15 ショッピングセンターアイモア 10:37 12:37 14:37 16:37

16 日の出８丁目 10:40 12:40 14:40 16:40

17 日の出中学校前 10:41 12:41 14:41 16:41

18 水郷潮来バスターミナル 10:43 12:43 14:43 16:43

19 道の駅いたこ 10:46 12:46 14:46 16:46

20 延方駅 10:52 12:52 14:52 16:52

○運休日【毎週月曜日】
○フリーライド方式です

○無料でご利用できます

お問合せ　道の駅いたこ　TEL.６７-１１６１

●ご利用の方のご希望に添えるように配慮しま

すが、危険回避のため、ご希望の場所で乗降

できない場合があります。

●バス停以外の場所でも乗降の際に停車するた

め、交通状況が良好でも、ダイヤ通り運行で

きない場合がございます。

●バスの遅延・満車等により乗車できない場合

の損害については、一切の責任を負いかねま

すのでご了承ください。

《ご利用の方へのご注意》

時刻表はこちらの

モバイルＨＰでも

確認できます！

　東日本大震災の影響により、長らく運
休させていただいておりましたが、５月
１日から通常運行を再開させていただい
ております。

ヘルスランドさくら 行き 延方駅　行き

（ 　 ）
乗車の際は、運転手に

手をあげてお知らせください

道の駅いたこ 市内無料送迎バスあやめ号時刻表

「あやめ号」
運行再開！！

「あやめ号」
運行再開！！
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより
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お問合せ　潮来市立図書館　TEL.８０-３３１１　FAX.６４-５８８０

図書館員おすすめの本
紹介　大震災の影響で開催が危ぶまれていましたが、今年も「水郷潮来あや

め祭り」が開催されます。嫁入り舟運航、宵の嫁入り舟運航、ろ舟遊

覧船運航等、古くから多くの観光客に親しまれてきたイベントです。

あやめ園には約500種類のあやめが植えられています。図書館では、

「あやめ」に関する資料や祭りに関する情報を揃えています。お気に

入りのあやめを見つけてみてはいかがでしょうか。

特集 「あやめ」

今月の本棚（６月）

紹介　日本国内には芥川・直木賞など沢山の文学賞が発表されています。毎

月様々な文学賞が発表され、幅広いジャンルに富んでいます。図書館

では、国内で発表される文学賞を紹介するとともに、作品も揃え展

示・貸出しています。５月は「児童文芸新人賞」「江戸川乱歩賞」「本

格ミステリ大賞」が発表されます。過去数年の受賞作品も揃えました

ので、ぜひご利用ください。

特集　日本の文学賞特集 ～江戸川乱歩賞・本格ミステリ大賞～

紹介　このたびの大震災では多くの方が被災され、今もな

お復興にむけ懸命に努力しています。

　　　　こんな時、図書館にできることは微力ではありま

すが、皆さまのお役に立つヒントが少しでもあれば

と、コーナーを作りました。地震や津波のメカニズ

ム、災害前の備え、災害に見舞われたあとの対処方

法、家屋の改修方法など、さまざまな角度から資料

を揃えました。どうぞご活用ください。

特集 「地震・災害への備え」

　震災の影響により図書館でも本が散

乱するなどの被害を受けました。長期

にわたり休館していましたが復旧し、

２階学習コーナーも開放しています。

現在は節電を実施している関係上、開

館時間を短縮していますのでご了承く

ださい。

開館時間

　午前１０時～午後６時
※今後の電力事情により開館時間が変

更になる場合があります。

　子どもたちに、より図書館を楽しんでもらうために、

毎月「図書館こどもだより」を作成します。絵本や読み

物の紹介、イベントのお知らせ、クイズなどもあります

のでお楽しみに。

　創刊にちなんで「図書館こどもだより」のニックネー

ムを募集します。

募集内容　「図書館こどもだより」のニックネーム

対 象 者　どなたでもご応募できます。

応募期限　７月31日（日）

応募方法　図書館内にある、応募用紙に記入の上ご応募

ください。

そ の 他　採用作品は図書館ホームページやこどもだよ

りにて発表する予定です。多くの子どもた

ちに親しまれるようなニックネームをお待

ちしております。

「図書館こどもだより」
を始めました！

 ６月の図書館カレンダー 　※休館日は、６月１５日（水）館内整理日となります。

開館時間変更の

お知らせ



15

4

11

18

25

5

12

19

26

6

13

20

27

1

8

15

22

29

7

14

21

28

2

9

16

23

30

3

10

17

24

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

子育て広場（中）
ＭＲ（麻しん風しん）
（潮来二中）

＋当番医

常南医院563-1101

＋当番医

船坂医院566-1285

田植交流会
（永山地区・県民の森）

＋当番医

久保医院564-6116

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）
（日の出中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）

子育て広場（中）
ポリオ（か）
（H23.2月28日以前生）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H20.3月生）

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.1月生）

子育て広場（図）
◎婦人科検診（か）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.10月生）

◎婦人科検診（か）

子育て広場（図）
◎婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）
（牛堀中）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室（延公）
ポリオ（か）
（H23.2月28日以前生）

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
１歳児育児相談（か）
（H22.6月生）

子育て広場（図）

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
ヘルスアップ教室（潮公）

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
ＭＲ（麻しん風しん）
（潮来一中）

June

子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）
お元気会（い）

広報いたこ 2011
５月号 Vol.122

◎今月の納税は、市県民税・固定資産税の第１期分、
介護保険料の第２期分です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

の
カレンダー月6 子育て広場（中）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）
◎婦人科検診（か）

子育て広場（図）
◎婦人科検診（か）

◎婦人科検診（か）
ストレッチ体操（い）

◎婦人科検診（か）
マタニティ・セミナー
（か）
のぎく会（い）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H21.11月生）

潮来シティレガッタ
2011
＋当番医

延方クリニック
566-1873

● 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
（ス）…県立カシマサッカースタジアム
（前）…前川あやめ園

56

アントラーズチャリ
ティマッチ（ス）

水郷の燈（前）
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