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※幼稚園については、社会福祉課へ
　事務委任されております
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　また弟の怜大さんも予選を通して

ベンチ入りし、インターハイでは兄

弟そろっての活躍が期待されます。

　県高校総体は６月28日（火）、ひたちなか市総合

運動公園陸上競技場でサッカーの決勝を行い、本

市徳島区の塙秀斗さん（水戸商業高校３年）と弟

の塙怜大さん（１年）が所属する水戸商業高校が

２－１で鹿島学園高校を逆転で下し、インターハ

イ（７月28日（木）～８月３日（水）・秋田県）へ

の出場を決めました。水戸商の優勝は２年ぶり22

度目。

　水戸商は前半終了間際にＰＫで先制を許しまし

たが後半24分、ＣＫからＦＷ塙秀斗さんが頭で合

わせて起死回生となる同点ゴールを決めました。

徳島区の塙兄弟 全国大会へ出場

　６月26日（日）、常陸利根川（潮来市ボートコース）にお

いて、水郷潮来シティレガッタが開催されました。当日は

小学生から大人まで県内外から多くの方が出場し、熱戦が

繰り広げられました。

　入賞したチームには、賞状やトロフィーの他、副賞として

メロンや特別栽培米コシヒカリ「潮来あやめちゃん」が贈

呈されました。大会結果は次のとおりです。

震災に負けず 水郷潮来シティレガッタ 開催

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　平成23年６月19日（日）、行方市麻生運動場体

育館において、第６回行方杯剣道大会が開催さ

れました。結果は下記のとおりとなります。

【小学生団体戦の部】＜※13チーム参加＞

　優　勝：牛堀少年剣道愛好会

【小学生個人戦の部】＜※29名参加＞

　準優勝：奈良嵜　柊希(牛堀少年剣道愛好会）

【中学生男子団体戦の部】＜※26チーム参加＞

　準優勝：潮来第一中学校

第６回行方杯剣道大会の結果について

　平成23年６月12日（日）潮来市立潮来第一中学校体育館

において、第60回水郷潮来あやめ祭り協賛第23回少年剣道

大会が開催されました。結果は下記のとおりとなります。

第２３回少年剣道大会

【団体戦の部】

優　勝：行方少年剣友会Ａ

準優勝：牛堀少年剣道愛好会

３　位：滝郷学園Ａ

３　位：手賀剣道スポーツ少年団

　　　　　※15チーム参加

【個人戦の部】

優　勝：吉川 直輝(行方少年剣友会）

準優勝：髙野 愛海(行方少年剣友会)

３　位：須貝 健佑(堅倉剣道スポーツ少年団)

３位　：吉田 龍清(滝郷学園)

　　　　　　　　　　※54名参加

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位

小学生の部 M-A-R-Y.cogu
（潮来市）

ワセダクラブ タラちゃん
（戸田市）

レッツデュエルブラザーズ
（潮来市）

ワセダクラブ イクラちゃん
（戸田市）

しお・コショウ
（潮来市）

牛堀 SSSレッド
（潮来市）

市議会の部 潮来市議会
（潮来市）

議会ＯＢ輝
（潮来市）

香取市議会
（香取市）

― ― ―

男女混成の部 スナイパー
（潮来市）

ライジングサン
（潮来市）

チーム宮川
（鹿嶋市）

エドガワスマイル
（江戸川区）

日の出小PTA えりりんズ
（潮来市）

日の出小PTA ひろりんズ
（潮来市）

成年女子の部 ワセダクラブ ワカメ
（戸田市）

やる気満々やりまん JAPAN
（潮来市）

エドガワGirls
（江戸川区）

Rowinng Pop Canday
（水戸市）

お料理戦隊☆エッセンジャー
（水戸市）

―

壮年女子の部 Super COOL BIZ
（香取市）

チーム久保
（潮来市）

パイレーツ of M.V.C.
（鹿嶋市）

ワセダクラブ フネ
（戸田市）

ポッキーズ
（潮来市）

ＩＢＳママズ
（潮来市）

一般女子の部 茨城大学 ビューティー WATO
（水戸市）

― ― ― ― ―

実年男子の部 江戸川区ボート協会Ａ
（江戸川区）

名古屋ローイング
（東京都）

２５会
（香取市）

スティングテクニシャンズ
（潮来市）

潮来市体育指導委員
（潮来市）

川尾メイト
（潮来市）

壮年男子の部 ズーナギビーデンサ
（香取市）

戸田レインボウ
（戸田市）

チーム久保
（潮来市）

ワセダクラブ イササカ先生
（戸田市）

スティングパワーズ
（潮来市）

元気ですか～！２０１１
（鹿嶋市）

成年男子の部 黄門ＲＣ Ｂチーム
（水戸市）

黄門ＲＣ Ａチーム
（水戸市）

君津クラブ
（君津市）

辛口一献
（潮来市）

茨城大学 COOL IMPACT
（水戸市）

宮ランチ
（町田市）

一般男子の部 住友金属　鹿島
（鹿嶋市）

早稲田大学Ａ
（戸田市）

茨城大学
（水戸市）

荒ぶる7号
（戸田市）

早稲田大学高等学院Ａ
（戸田市）

荒ぶる8号
（戸田市）

33

 

中央左 秀斗さん　中央右 怜大さん 同点ゴールを決めた秀斗さん
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City News Flash

　７月５日（火）、自衛官を目指す人への情報提供や

相談に応じる自衛官募集相談員の委嘱状交付式が行

われ、相談員４名の方に潮来市長と自衛隊茨城地方

協力本部長連名の委嘱状が交付されました。任期は

平成25年３月までとなっております。

自衛官募集相談員へ委嘱状交付

写真左から　西巻副本部長、小峰孫一相談員、中野庄吾
相談員、 田市長、薄井富美男相談員、江口繁雄相談員、
百里分駐所 畠中所長 

山車の大人形を新造しました

　横須賀区では、宝くじの助成を受けて、山車の人形「建御

名方尊(たけみなかたのみこと）」を新造しました。

　この人形は、横須賀区のシンボルとして、後世まで末永く

文化・伝統を伝えていくために、このたび助成金と区負担金

を併せて購入したものです。

　今後は、この人形を装備した

山車を中心に夏祭りを盛り上げ

ることで、一層区内の連帯を強

め、更なる地域の活性化のため

に積極的に活用されます。

　７月24日（日）、横須賀区では

「山車人形建御名方尊新造お披

露目式典」を執り行いました。

式典には市内外から多くの方が

集まり、 田市長は「震災の影

響の中で、この山車人形『建御

名方尊』が横須賀区のみならず

市の再建の象徴となってもらえ

れば幸いであります」とあいさ

つをされました。

山車の車輪を整備しました

　上丁区では、宝くじの助成を受けて、山車

の車輪を整備しました。今までの車輪は老朽

化しており、運行に危険が予測されるため、

今回宝くじの助成と区負担金を併せて購入し

ました。

　今後は、この山車を中心に夏祭りを盛り上

げることで、一層区内の連帯を強め、更なる

地域の活性化のために積極的に活用されま

す。

新造された人形 新造された車輪

　この助成金は、宝くじの普及広報を目的として、住民の自主的なコミュニティ活動の推進のために必

要な施設や備品を整備するためのものです。
宝くじ助成金とは？

お問合せ　小美玉市百里１７０（航空自衛隊百里基地内）
　　　　　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　TEL.０２９９-５２-１３６６

平成２３年度自衛官募集
受験種目 自衛官候補生（男子） 自衛官候補生（男子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

応募資格
採用予定月の1日現在、
18歳以上27歳未満

採用予定月の１日現在、
18歳以上27歳未満の女子

昭和60年４月２日から平成６年
４月１日までの間に生まれた者

平成３年４月２日から平成６年
４月１日までの間に生まれた者

受付期間 年間を通じて行っています ８月１日(月)から９月９日(金)まで【締切日必着】

試験期日 受付時にお知らせします
９月25日(日)～28日(水)の
うち指定する１日

１次：９月17日(土) １次：９月23日(金)

試験種目
筆記試験、口述試験，適性
検査及び身体検査を実施し
ます

筆記試験、口述試験、適性
検査及び身体検査を実施し
ます

１次：筆記試験及び適性検査
２次：口述試験及び身体検査

１次：筆記試験及び適性検査
２次：航空身体検査等
３次：操縦適性検査等

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

平成２３年度自衛官募集
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　　　　　　　　お問合せ　潮来市　市民課　国保年金グループ　TEL.６３-１１１１
　　　　　　　　　　　　　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

　「健診結果のお渡し＆健診結果説明会」の全日程が終了後、直ちに健診結

果を郵送させていただきます。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協

力の程、よろしくお願いいたします。

　健診結果の作成には１ヶ月程度かかります。早急に健診結果の郵送をご希

望の方は、お手数をおかけしますが、健診受診日から約１ヶ月以降に、かす

み保健福祉センターにご連絡ください。

日　程 会　場 日　程 会　場

８月７日(日) 日の出中央公民館 ８月19日(金) かすみ保健福祉センター（午前のみ）

８月８日(月) 日の出中央公民館 ８月21日(日) 潮来保健センター

８月９日(火) 日の出中央公民館（午前のみ) ８月22日(月) かすみ保健福祉センター（午前のみ）

８月10日(水) 日の出中央公民館（午前のみ) ８月23日(火) 延方公民館

８月11日(木) 日の出中央公民館（午前のみ) ８月24日(水) 延方公民館

８月12日(金) かすみ保健福祉センター ８月25日(木) 潮来公民館

８月17日(水) かすみ保健福祉センター ８月26日(金) 潮来公民館（午前のみ）

８月18日(木) かすみ保健福祉センター ８月29日(月) かすみ保健福祉センター（午前のみ）

　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。

《内　容》健診結果のお渡し・「生活と健診結果の関係」 

《持ち物》筆記用具・私の健康記録（ファイルをお持ちの方）・眼鏡（必要な方）

区　　分 健診結果の返し方

19～39歳の方 下記日程での手渡し ※

40～74歳の潮来市国民保険加入者 下記日程での手渡し ※

40～74歳の社会保険扶養者 郵送 ☆

75歳以上の方 または 65～74歳の後期高齢者医療

保険加入者
郵送 ☆

結核・肺がん検診、前立腺検診、肝炎ウイルス検

査のいずれかのみ受診した方
郵送 ☆

※　今回と同様のご案内を，健診会場でもお配りしました。

☆　健診結果についてご不明な点は、下記の健診結果説明会を利用するか、かすみ保健

福祉センターへご相談ください。

＊健診受診後、約１ヶ月後以降の日程にご参加ください。

＊午前のみの開催日もあります。お間違えのないよう、ご確認ください。

受　付　時　間 健診結果説明会

《午前の部》９：３０～１０：００ １０：００～１１：００

《午後の部》１：１５～　１：４５ 　１：４５～　２：４５

健診結果を取りに来ることができない方へ

健診結果のお渡し＆健診結果説明会

７月に健診を受診された皆様へ
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　　お問合せ 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）

　日頃の感謝を込め、潮来市在住・在勤・在学の皆
さんを特別にご招待・ご優待！
　また、当日はメインスタンドコンコースで潮来市
のＰＲイベントや地域特産品の販売等も行います。

　日　程　８月28日(日) 午後６時30分キックオフ
　　　　　VS アビスパ福岡(開場：午後３時30分)

　場　所　茨城県立カシマサッカースタジアム

　入場料
 ○ご招待：小中学生・65歳以上の方・
  （無料） ファンクラブ会員
 ○ご優待：上記に該当しない市内在住・在勤・
  (1,000円) 在学の方
 ○座　席：１Ｂ指定席（先着順）または
 　　　　　サポーターズシート

　特別チケット交換所
　試合当日、第３ゲート横の赤い特設テントで午後
２時から引き替えを開始します。(市内在住・在勤・
在学を証明できるもの、ファンクラブの方は会員証
をご持参ください)

　８月11日(木)にカシマスタジアムで開催される震災復興チャリティコンサート『 SMILE AGAIN Ⅱ』の

チケットがチケットぴあ各店舗(またはセブンイレブン、サークルＫ・サンクス)にて絶賛販売中！

　日　時　８月11日（木）午後７時～

　場　所　県立カシマサッカースタジアム

　チケット販売店(チケットぴあ各店舗)

　セブンイレブン、サークルＫ・サンクス

　Ｐコード：１４４－３４５

　市内在住の65歳以上の方に無料招待券を配布い

たします。また、同伴されるご家族用として、特

別割引料金で観戦できるチケットもご用意してお

ります。

　家族で鹿島アントラーズを応援に行こう。

　配布日程　８月25日(木) 市役所１階ロビー
　　　　　　午前10時～午後２時
　※住所と年齢の確認できるものを必ずご持参ください。
　対象試合　９月18日(日) VS 名古屋グランパス

　対 象 席　１Ｍ（１階メイン指定席）
　　　　　　１Ｂ（１階バック指定席）
　　　　　　サポーターズシート

　対象者料金　潮来市在住の65歳以上の方　無料

　ご同伴のご家族料金（特別割引料金）
　　　　　　１Ｍ（１階メイン指定席）…3,000円
　　　　　　１Ｂ（１階バック指定席）…2,500円
　　　　　　サポーターズシート………1,000円

鹿島アントラーズ

ホームタウンデイズ「潮来の日」開催！

鹿島アントラーズ 2011敬老の日

スペシャルデイ 65歳以上の方を無料ご招待

【さだまさし】 【南こうせつ】 【相川七瀬】【河村隆一】【夏川りみ】

震災復興チャリティコンサート
チケット絶賛販売中！

《広　告》 《広　告》
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《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

お問合せ　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？～

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

●上級救命講習

（１）日　時：９月17日（土）午前９時受付開始

　　　　　　　午前９時30分～午後６時30分

　　　　　　　　　　　　　（８時間の救命講習）

（２）場　所：行方市立北浦公民館（2階会議室）

（３）定　員：15名（先着順）

（４）対　象：市内在住・在勤・在学の方

（５）受　付：年８月４日（木）から受付け開始。

　　　メールでも受付けております。

　　　(E-mail:rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp)
（６）その他

　　　・費用は無料です。

　　　・食事は各自でご用意ください。

　　　・軽装（運動のできる服装）でお越しください。

　　　・筆記用具をご持参ください。

　　　・技能取得受講者には修了証を交付します。

※基礎救命講習・普通救命講習についての質問・要

請は、潮来消防署までご連絡ください。

　個人のほか事業所・ＰＴＡ・自治区など団体の申

込みも受付けています。

平成23年度上級救命講習会開催のお知らせ
　成人、小児、乳児を対象にした心肺蘇生法及びＡＥＤの使用法その他の応急

手当を習得できる「上級救命講習会」を開催ます。(実技が中心になります）

　市民の皆さんぜひご参加ください。

お問合せ　潮来消防署　TEL.６３-０１１９

お申込み　消防本部警防課　TEL.０２９１-３４-８１１９
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奈良薬師寺東関東別院

水雲山潮音寺  万 燈 会
奈良薬師寺東関東別院

水雲山潮音寺  万 燈 会

お問合せ　奈良薬師寺東関東別院 水雲山 潮音寺 万燈会実行委員会

TEL.６６-０６２３　FAX.６６-３４９９

【行　事】

　12日（金）
　 スティーブ兄弟打楽器

　13日（土）
　 東京深川和太鼓
　 日の出小ブラスバンド部

　14日（日）
　 日の出中ブラスバンド部
【時　間】午後７時～８時

【点　灯】午後６時～10時30分

　※雨天・強風で万燈会が中止の場合
　　でも行事は講堂にて行います。

周辺地図

《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》

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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《広　告》

A1A2

A3

Q1Q2

Q3

　先月号に掲載いたしました災害支援物資提供者一

覧に一部もれがございましたので、改めてご紹介さ

せていただきます。

　関係各位の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたし

ましたことを、この場を借りてお詫び申し上げま

す。 　　　　　　　　（７月26日現在　順不同）

　　　○ 薄井商店

　　　○ 志んや寿司

　　　○ 株式会社　潮来射撃場

　　　○ 株式会社エプソン

ご協力ありがとうございました

　日　時　　　　　　　

　場　所　

　内　容　

　対象者　

　募集人数

　応募期限

　応募方法

　お問合せ

災害支援物資への

ご協力ありがとうございました

市 立 う し ぼ り 幼 稚 園

夏 期 園 庭 開 放

８月25日（木）午前９時30分～11時

市立うしぼり幼稚園（園庭・ホール）

未就園児親子への園庭開放・うた遊び

未就園児親子とその保護者

30組（先着順）

８月19日（金）

電話またはFAXでお申し込みください。

FAXでお申し込みの方は、住所・氏名・

電話番号をご記入ください。

潮来市立うしぼり幼稚園　TEL 64-5766

                        FAX 64-5639
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

 ８月の図書館カレンダー 
※休館日は、８月１７日（水）館内整理日となります。

８月４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

８月７日（日）午後２時～２時30分

「夏休み」のおはなし
図書館のおにいさん・おねえさん

８月13日（土）午後２時～２時30分

「戦争（せんそう）」のおはなし
図書館友の会

８月18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

８月27日（土）午後２時～２時30分

「おばけ」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

今月の本棚（８月）

作品　角川俳句賞は、角川学芸出版の発行する月刊俳句誌「俳句」が毎年公募す

る未発表五十句の新作から選ばれる新人賞です。専門俳人の登竜門とされ

ており、鑑賞俳句とは違った作品ばかりです。講談社絵本新人賞は、講談

社が主催する文学賞で幼児・児童を読者対象とした自作未発表の創作絵本

作品から大賞が選ばれ、対象作品は実際に出版されます。今月はその他に

中央公論文芸賞も紹介し、過去の受賞作品も交えて展示しております。

特集 日本の文学賞特集 ～角川俳句賞・講談社絵本新人賞・中央公論文芸賞～

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

８月20日（土） 午後１時30分～
学校の怪談

戦慄の校外編
－ 子ども向け（アニメ）

８月21日（日） 午後１時30分～
ウルヴァリン

Ｘ－ＭＥＮ ＺＥＲＯ

ヒュー・ジャックマン／

リーヴ・シュレイバー／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◇

内容：課題図書の貸出について、７月１５日（金）～８月３１日（水）

までは貸出制限があります。

　　・貸出できるのは、①潮来市在住の方　②潮来市内の学校に通

学している方　③潮来市内に在勤している方　のみとなって

います。

　　・貸出期限は８日間です。

　　　※延長はできませんので、必ず返却日までにお返しください。

　　・課題図書はお１人様につき、一度に１冊までの貸出となりま

す。

　　・潮来市内の公民館図書室（中央公民館、潮来公民館、津知公

民館、延方公民館、大生原公民館）でも課題図書の貸出を

行っています。ご希望の方は各公民館へ直接お問い合わせく

ださい。

図書館員おすすめの本 特集 「世界の戦争・紛争」

紹介　ちびっこはおばけが大好き！夏になるとおばけのおはなしを沢山

読みたくなりますね。

　　　みんながたのしめる、おばけの絵本やおはなしを集めました。ど

んなおばけに出会えるかな？今年の熱い夏はおばけのおはなしと

共に涼しく楽しもう！

特集 「おばけがいっぱい」児童本特集（８月）

紹介　60年以上戦争を経験していない平和な国日本。メディアが報じて

いる悲惨な事件は日本で経験することはありません。でも、それ

が当然でない人たちも世界には大勢います。毎日「死の恐怖」と

闘う生活が想像できますか？日本の戦争体験について学ぶほかに

世界の戦争や紛争を知るための書籍を用意しました。世界の過去・

現在・未来を学び平和について考えてみてはいかがでしょうか。

内容：図書館２階の学習コーナーは

座席指定となっています。ご

利用になる際は図書館カウン

ターまでお願いします。図書

館が指定した席をご利用くだ

さい。また飲食などされる方

は図書館エントランスホール

をご利用ください。

　　※個人パソコンをお使いの方に

は、電源に近い席をご案内し

ます。（席に限りがありま

す）

夏期課題図書の貸出について
（青少年読書感想文全国コンクール）

２階学習コーナーの
利用について
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会(延・公)

胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会(潮)
＋当番医

延方クリニック
566-1873

☆健診結果説明会(日・公)

＋当番医

船坂医院566-1285

子育て広場（中）
胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会(か)

子育て広場（中）
胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会（潮・公）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H22.8月生）

子育て広場（図）
胃がん大腸がん検診（か）
マタニティ・セミナー（か）
☆健診結果説明会(日・公)

☆健診結果説明会(日・公)

子育て広場（図）
☆健診結果説明会(か)

子育て広場（図）
胃がん大腸がん検診（か）
ヘルスアップ教室(延・公)
☆健診結果説明会（潮・公）

子育て広場（中）
胃がん大腸がん検診（か）
マタニティ・セミナー（か）
☆健診結果説明会(延・公)

いきいき健康体操（か） 子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H22.12月生）

☆健診結果説明会(か)

胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会(か)

ストレッチ体操(い)
☆健診結果説明会（か）

子育て広場（中）
お元気会（い）
☆健診結果説明会(か)

◎今月の納税は、市県民税の第２期分・国民健康保険税の第２期分・
　　　　　　　　下水道事業受益者負担金の第２期分・介護保険料の第３期分です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

29
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20

11

11

23

15

11

58

145
10

子育て広場（中）
保健師による育児相談実
施予定（午前10時～正午）
３歳児健診（か）
（H20.5月生）

● 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
（日・公）…日の出公民館

August

の
カレンダー月8

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.3月生）

子育て広場（中）
ヘルスアップ教室（潮・公）
☆健診結果説明会(日・公)

子育て広場（中）
胃がん大腸がん検診（か）
☆健診結果説明会(日・公)

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.1月生）

☆健診結果説明会(日・公)

＋当番医

常南医院563-1101

アントラーズ
「潮来の日」

＋当番医

仲沢医院563-2003

ＮＨＫ夏期巡回
ラジオ体操

震災復興コンサート

SMILE AGAIN Ⅱ

万 燈 会

万 燈 会



人口のうごき ７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

７月28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

10,730世帯（－39）15,192人14,901人 （－ 5）（－10）30,093人（－15）

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.124 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

潮来市

消防団

　７月３日（日）、潮来市消防団夏季訓練・

水防演習が実施されました。

　当日は400名以上の消防団員が参加し、

規律訓練や迅速な消火活動を行うための中

継放水訓練や機械操作訓練などが行われま

した。

　また、水害の際に被害を最小限にとどめ

るための土のうや竹材を作り、さまざまな

水防工法についての訓練を行いました。


