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　10月31日（月）、東日本大震災で液状化による被害を受けた関東１都６県の81市

区町村（11月21日現在85市区町村）で構成する「東日本大震災液状化対策自治体首

長連絡会議」(会長・ 田千春潮来市長)が都内で総会を開き設立し、その後、首相

官邸を訪れ、液状化被害に対する国の支援を求める要望書を野田内閣総理大臣と藤

村内閣官房長官へ手渡しました。

　野田内閣総理大臣に要望した 田会長によると、「液状化被害については十分認

識している」と話し、第３次補正予算で液状化被害対策の新規事業を盛り込むなど

前向きな姿勢を示されたそうです。

　また、 田会長や松崎副会長（浦安市長）らは、安住財務大臣、前田国土交通大

臣、小宮山厚生労働大臣、平野東日本大震災復興対策担当・内閣府特命担当大臣に

も要望活動を行いました。

田会長、松崎副会長（浦安市長：左）か

ら、野田内閣総理大臣へ要望書を提出

藤村内閣官房長官へ要望書を提出

要望の主な内容
①液状化被害に対する復旧・復興にむけたガイドライン等の早期作成

②液状化被害に対する使い勝手の良い自由度の高い「復興特区制度」

の創設

③液状化被害（民間の宅地、店舗、事業所など）に対する財政支援

「東日本大震災液状化対策自治体首長連絡会議」参加自治体 85市区町村

・茨 城 県 ： 41自治体　・栃 木 県 ： ２自治体　・群 馬 県 ： １自治体

・埼 玉 県 ： ２自治体　・千 葉 県 ： 27自治体　・東 京 都 ： 10自治体

・神奈川県 ： ２自治体

「東日本大震災に関する市民説明会」が開催されました

　11月６日（日）、潮来市立中央公民館において市民説明会が

開催され、日の出地区を中心に250名以上の市民の方々が参加

されました。

　説明会の第一部では、市から震災被害や復旧・復興への取

り組みについて説明をさせていただき、その後、第二部で

「日本建築構造技術者協会」（JSCA茨城）の方々から、「液状化

とは」、「住宅復旧工法について」の説明がありました。

　説明会当日に配布した資料につきましては、11月16日

（水）の朝刊にて、新聞折込をさせていただきました。新聞

をお取りでない方につきましては、最寄りの各地区公民館ま

たはコンビニエンスストアにも同様資料を配置しましたの

で、ぜひご覧ください。

お問合せ　潮来市震災復興本部（潮来市秘書政策課内）TEL.63-1111　内線211～213

～さらなる支援を求めて、野田内閣総理大臣へ要望～

液状化対策活動液状化対策活動
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　潮来市議会議員一般選挙の立候補の手続き、選挙運動及び選挙運動

費用の一部負担などについて、下記のとおり説明会を行います。立候

補予定の方及び関係者は、ご出席ください。なお、会場の都合上、１

候補者につき立候補予定者を含め、２名以内でお願いします。

　日　　時　　平成２３年１２月１６日（金）　午後２時～

　場　　所　　潮来市立中央公民館　　大ホール

立候補できる人　年齢満２５歳以上の日本国民で、引き続き３箇月以上

潮来市に住んでいる人

お問合せ　潮来市選挙管理委員会　TEL.６３-１１１１　内線２２３

潮来市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会を開催します

任期満了に伴う、潮来市議会選挙（定数18人）は、

に行います。

立候補予定者説明会

投   票   所 対象地区名

潮 来 投 票 所 潮来小体育館 潮来地区（大洲、十番除く）

日の出投票所 中央公民館 大洲、十番、日の出地区、徳島、福島、米島

津 知 投 票 所 潮来保健センター 津知地区

延 方 投 票 所 延方小体育館 延方地区（徳島、福島、米島除く）

大生原投票所 大生原小体育館 大生原地区

牛 堀 投 票 所 牛堀公民館 かすみ地区

八 代 投 票 所 かすみ保健センター 八代地区

【告示日】平成24年1月22日（日）
＊立候補者受付（午前８時３０分～午後５時）

【投票日】平成24年1月29日（日）

潮来市議会議員一般選挙の日程潮来市議会議員一般選挙の日程

潮来市議会議員一般選挙
立候補予定者説明会を開催します
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《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》
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市の徴収金の納め忘れはありませんか？

市の徴収金が、納期限まで納付されなかった場合、催告書を送付するなどして納付をお願いしています。

納付されない状態が続く場合には、納付された人との公平を保つために、滞納処分などをすることになります。

早めに、次の表の窓口へ、納付またはご相談ください。

取り扱う徴収金 納付・相談窓口

市県民税、固定資産税、軽自動車税

国民健康保険税
税務課収税グループ（内線127～129）

長寿医療保険料 市民課国保年金グループ（内線133）

介護保険料 介護福祉課介護福祉グループ（内線390～391）

保育料 社会福祉課子育て支援室子育て支援グループ（内線385～386）

下水道事業受益者負担金 上下水道課下水道グループ（内線322～323）

水道料金、下水道料金 上下水道課水道グループ（内線334）

市営住宅使用料 都市計画課都市計画グループ（内線346～347）

　12月１日（木）～11日（日）の期間中、休日・夜間の納税相談を実施します。

　市税の納付が困難な状態になっている方、納付方法について知りたい方など、平日に市役所へお越

しになれない方は是非この機会をご利用ください。

　納付書をもう一度確認していただき、まだ納付されていない場合は、早めに納付をお願いします。

実施日 開庁（相談）時間 会　　場

夜間納税相談
12月１日（木）～２日（金）

12月５日（月）～９日（金）

午後５時15分

　～午後７時15分
潮来市役所１階　税務課窓口

休日納税相談
12月３日（土）～４日（日）

12月10日（土）～11日（日）

午前９時00分

　～午後５時00分
潮来市役所１階　税務課窓口

お問合せ　潮来市　税務課　収税グループ　TEL.６３-１１１１　内線１２７～１２９

～休日、夜間の納税相談を実施します！～～休日、夜間の納税相談を実施します！～

《広　告》 《広　告》

税務課からのお知らせ！

潮来市の全職員が各地区を訪問します
期間：12/１（木）～12/11（日）

～市の徴収金の納め忘れはありませんか？～
12月は滞納整理強化月間！
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お問合せ　潮来税務署　個人課税第一部門　TEL.６３-７５１０

おしえて　税金一口メモ

　延滞金は、本税（延滞金の基礎となる市県民税・国民健康保険税・固定資産税そして軽自動車税など）を納期限

までに納めないときに成立します。

　延滞金は、申告で確定する税や個人の住民税は法定納期限の翌日から、その他の税は納期限の翌日から課せられ

ます。

　延滞金の計算は、原則として、本税の納期限の翌日から起算して、その地方税を完納する日までの期間に応じ、

その未納にかかる本税の額に、年14.6％の割合を乗じて計算した額です。

　　　　　お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１
　　　　　　　　　　税のしくみについて　　　　税務グループ１２３、１２４
　　　　　　　　　　税金の納め方について　　　収税グループ１２７、１２８、１３６

　税務署では、個人事業者の方を対象として、所得税の決算書・収支内訳書の作成方法や作成に当たっての注意点

などについて、次のとおり説明会を開催いたします。

　なお、決算書・収支内訳書は、所得税の確定申告書に同封（平成24年１月頃発送予定）して送付することとして

おりますが、昨年電子申告をされた方には確定申告書、決算書及び収支内訳書共に送付されません。

　説明会で使用する資料は、当日、会場で配付いたします。

税務署からのお知らせ

～決算等説明会（平成23年分）のお知らせ～

開　催　日 開催時間 会　　　場

１２月１日（木） １３時３０分～ 鉾 田 市 商 工 会 館 二 階 会 議 室

１２月５日（月） １３時３０分～ 鹿 嶋 市 商 工 会 館 三階多目的ホール

１２月６日（火） １３時３０分～ 潮来市立中央公民館 三 階 視 聴 覚 室

１２月７日（水） １３時３０分～ 神栖市中央公民館 二 階 会 議 室 １・２

※講師は税務署職員です。

※説明はすべて同じ内容（所要時間２時間程度）ですので、どちらの会場に出席していただいても結構です。

※主に営業所得・不動産所得のある方を対象とした説明会ですが、農業所得のみの方がおいでいただいても結構

です。

　ご不明の点につきましては、お気軽に担当部門までお問い合わせください。

ポイント⇒年14.6％ということは

10,000円あたり、１日につ

き４円の延滞金が課せられ

ることを意味します。

（計算例）　納期限が５月３１日の本税３５万円を５０日目に納付した場合の簡易な算出方法

　｛350,000円÷10,000円｝×｛（30日×2円）＋（20日×４円）｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝３５×（６０＋８０）＝４,９００円

　納め忘れて50日目になると、本税350,000円と延滞金4,900円さらに督促状が送られていると、

350,000円＋4,900円＋100円（督促手数料）＝355,000円を支払うことになります。

（計算式）

　延滞金の額＝｛未納の本税額×延滞日数×１４.６％｝÷３６５

　　　　　　＝未納の本税額×延滞日数×０.０００４円

延滞金や督促などの支払いが起きないように納期限を守りましょう。

税を納め忘れないために口座振替をお薦めします。

『延滞金』とはなんでしょう『延滞金』とはなんでしょう
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　それはまずいよ。もしかして自分も慢性腎臓病かもしれないよね？

慢性腎臓病かどうかをどうやって知ればいいの？

１ 蛋白尿など腎障害の存在を示す所見

２ 腎機能低下（糸球体ろ過量：eＧＦＲ60ml/分/1.73㎡未満）

・・１、２ どちらか、または両方が３カ月以上持続する

　尿検査で尿蛋白と尿潜血を調べること。血液検査で血清クレアチニンを調べることでわか

る！どちらも潮来市国保特定健診と生活習慣病予防健診で調べられるようになってます！

尿に蛋白などがでるのは　腎臓に障害があることを予測できる。

糸球体ろ過量　eGFRは　どれだけ腎臓の機能が落ちているのか推測できる指標。このGFRは血清クレアチ

ニンの検査値と年齢・性別を使って計算してだすんだ。eGFRが60といわれたら　腎臓は60％の働きしか

できなくなっているとおもえばいいですね。

　慢性腎臓病にも段階があります。とにかく早い

段階でみつけてやるのが一番！腎臓を悪く

する糖尿病や高血圧を予防したり治療した

りすれば抑制できますよ。

潮来市の健診って　すごい！

　植田先生からも潮来市の健診は

人間ドッグなみに充実していると

のお言葉をいただきました。

　人工透析ばかりでなく心筋梗塞

や脳血管疾患、認知症などの予防

のため、必ず健診を受けましょ

う！

潮来市国保特定健診（40～74歳）

※上記の健診は潮来市国民健康保健加入者に限ります。

生活習慣病予防健診（19～39歳）

対 象 者 … まだ受診していない方

時　　期 … 12月４日（日）５日（月）６日（火）

受付時間 … 午前９時15分～11時　午後１時～２時15分

場　　所 … かすみ保健福祉センター

健診料金 … 無　料　　　申込方法 … 予約不要

＊国保特定健診未受診者の方へ11月中に郵送ハガキでご

案内いたします。保険証とハガキを持参し、健診会場

へお越しください。

国民健康保険以外の方でも受診できる検診について

＊胸部レントゲン検査（19歳以上：無料）、

　肝炎ウイルス検査（40歳の方：500円）、

　前立腺がん検診（50歳以上の男性：500円）も実施。

慢性腎臓病だったらもう打つ手はないの？

慢性腎臓病ＣＫＤの定義

　　　　お問合せ　〒３１１-２４３４　潮来市島須７７７　かすみ保健福祉センター
　　　　　　　　　TEL.６４-５２４０　FAX.８０-３０７７

なめがた地域総合病院の

植田先生による学習会の様子

10月７日に腎臓専門医をお呼びして、
腎臓を守るための学習会を実施。

大好評！
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こんにちは！

保健センターです

　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。

こんにちは！

保健センターです

どうしてCKDって英語がついてくるのかなぁ。

　腎臓が悪くなって透析を受ける人がどんどん増えて、アメリカ

の腎臓財団が2002年に「CKD　慢性腎臓病」の考え方を提唱したの

が始まりなんだよ。テレビや新聞雑誌にCKDはよく登場する言葉に

なるから覚えておこうね。

　今、日本でもCKDが『新たな国民病』って言われるようになった

んだ。どうしてだと思う？

日本でも増えているってこと？

　そうなんだ。日本でも、すでに透析を受けてい

る人27万人。間もまく30万人を超えるだろうと予

測されている。30万人ってピンと来ないよね。

400人に1人が透析を受けることになるってことだ

よ。…潮来市は76人!(H22年度末現在）

え～っ!!なんだか身近に感じてきたよ

　透析にいたる病気はいくつもあるけど、病名に限らず、腎臓の働きが慢性的に弱っている状態を

「慢性腎臓病　CKD」っていうことにしたんだ。

　慢性腎臓病の人は成人８人に１人いるだろうと推測されているよ。問題なのは　多くの人

が　自分が慢性腎臓病であることを知らないってことなんだ。

というのも、自覚症状がでないのが特徴だから、自覚症状が出るのを待っていたら「はい　今日から

入院。明日から透析を開始します」なんて人も実際にいる。

　さらに慢性腎臓病の人は透析予備軍であると同時に、心筋梗塞や脳卒中などの病気の

発症率が高いこともわかってきたんだ。

８人に１人が慢性腎臓病！？

＊Chronic（慢性的な）Kidney（腎臓の）Disease（病気）

慢性腎臓病（ＣＫＤ）は

　　　新たな『国民病』
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　平成23年８月22日（月）より「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の適用
が開始されました。
　震災の影響により既存のお借入れのご返済にお困りの方へ、

日　　時　：12月12日（月）、12月22日（木）

　　　　　　両日とも午前10時～午後３時

会　　場　：潮来市役所 １階　市民相談コ－ナ－

内　　容　：「私的整理に関するガイドライン」に

基づく債務の整理についてのご相談

お申込み　：予約不要です。当日直接会場までご

来場ください。

主 催 者　：個人版私的整理ガイドライン

　　　　　　運営委員会  茨城支部

　「津波や地震で家も車も失ったのに、ローンは残って支払が難しい」「事業を再開したいが、地震で壊れた設備の
負債が残っている」などの悩みをお持ちの個人の方、個人事業主の方の生活再建に向けた「個人債務者の私的整理
に関するガイドライン」が取りまとめられ、平成23年８月22日からスタートしました。（法人の方は除きます）
　当日は、ガイドライン運営委員会の職員が、このガイドラインに基づく債務の整理について具体的な相談をお受
けいたします。

　　　　お問合せ　一般社団法人個人版私的整理ガイドライン運営委員会　茨城支部
　　　　　　　　　〒310-0801　茨城県水戸市桜川2-2-35  茨城県産業会館10階
　　　　　　　　　　　　　　　TEL.０２９-２２２-３５２１

潮来地区個別相談会のお知らせ
被災された個人の皆さんへ

「私的整理に関するガイドライン」に基づく債務の整理につ
いて無料相談会を開催いたします。　　　 　―秘密は厳守―
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ママさんバレーボール

チーム名

優　勝 潮来カンガルー

準優勝 あすなろ

３　位 大生原クラブ

３　位 レッツゴークラブ

ソフトバレーボール

Ａブロック チーム名

優　勝 Ｃ－パラダイス

準優勝 ＳＡＩＮＴＳ

３　位 Ｖ’ｓ

Ｂブロック チーム名

優　勝 Ｂ・Ｒ・Ｓ

準優勝 パイレーツ

３　位 ドリームズ

バスケットボール

男子の部 チーム名

優　勝 潮来Ｗｉｎｇｓ

準優勝 牛堀クラブ

３　位 ブラックパール

女子の部 チーム名

優　勝 潮来Ｗｉｎｇｓ

準優勝 ブラックパール

３　位 牛堀中学校

３　位 高松中学校

インディアカ

チーム名

優　勝 けんちゃん’ｓ

準優勝 まっちゃん’ｓ

３　位 チーム”Ｃｈｉｂａ”

弓　　　道

高校の部 一般の部

優　勝 野口　朋世 武田美代子

高校の部 一般の部

優　勝 大輪　千晶 大﨑　真一

準優勝 野口　朋世 甲　　洋子

３　位 磯山　聖太 金子　智裕

剣　　　道

低学年 高学年

優　勝 目黒　将貴 目黒　翔平

準優勝 奈良嵜しずく 奈良嵜柊希

３　位 酒井ななみ 黒須　遥名

３　位 水貝　奈美 追分　佑太

男　子 女　子

優　勝 酒井　将海 前島まりあ

準優勝 花見　　望 高須　柚季

３　位 水貝　海斗 磯山　莉奈

３　位 本田　直也 高田　乃愛

卓　球

シングルス

優　勝 浅野　　秀

準優勝 折笠　和希

３　位 大竹　優斗

３　位 志村　諒

シングルス ダブルス

優　勝 菅原　大輔 菅谷　歩惟　　幸田　真依

準優勝 矢部　　孝 湯崎ほのか　　竹内　良雄

３　位 中軍　栄子 粟飯原　剛　　笹本　昌宏

バドミントン

男子ダブルス

優　勝
鈴木　智裕

額賀　洋一

準優勝
斉藤　洋一

笹本　直美

３　位
大橋　常雄

安部美椰子

女子ダブルス

優　勝
西竹富美子

戸枝千鶴子

準優勝
三塚　知美

稲田　京子

３　位
市川由喜子

横山　広子

混合ダブルス

優　勝
大橋　常雄

小堤　杏菜

準優勝
鈴木　智裕

市川由喜子

３　位
額賀　洋一

西竹富美子

団体種目 個人種目

秋季市民スポーツ大会結果
※10月23日（日）までに終了した種目の結果です。（順不同）



○受 入 期 間：平成２４年３月９日（金）まで

　　　　　　　※土・日・祝日および

　　　　　　　　年末年始（12/22～1/9）は除く

○受 入 時 間：午前１０時～午後４時まで

○廃棄物種類：瓦・大谷石・コンクリートブロック類・木材（※）

　　　　　　　※木材は半壊以上で解体する家屋が対象です。

○受 入 場 所：道の駅いたこ隣の「災害廃棄物仮置き場」

　　　　　　　※災害廃棄物搬入は「り災証明書・写真」の申請により許可証が必要です。

12広報いたこ 2011
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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

　東日本大震災による災害一般廃棄物

の受入れにつきましては、市民の廃棄

物処分が終わらない状況 であること

から、平成２４年３月まで受入を行う

ことになりました。

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５１～２５３

災害ごみの受入延長について

　犬を飼っている皆さん、かわいい愛犬とのお散歩が楽しい季節となりましたね。

　「うちの子は大丈夫だから」といって公園や歩道で引き綱をはずしていませんか？散歩中の放し飼いは、

交通事故や迷い犬、人を咬んでしまう等の様々なトラブルの原因と

なります。

　普段はおとなしい犬でも突然の大きな音や知らない人との接触等

で、急に興奮して道路などに飛び出してしまうことがあります。

「つないでいれば」と後悔しないためにも、放し飼いはやめましょ

う。あわせて、首輪には鑑札や注射済票、迷子札など、誰が飼って

いる犬なのか判るものをつけて、万が一離れてしまった場合にも飼

い主のもとに帰れるようにしておくことも忘れずにお願いします。

また、散歩中に出た犬のフンは必ず持ち帰りましょう。

　小さな命を守るのは飼い主の皆さんです。マナーを守って最後ま

で責任を持って飼いましょう。

～犬をお飼いの皆さんへ～

「広報いたこ」
「潮来市公式ホームページ」へ
広告を掲載しませんか！

広告募集

　潮来市では、「広報いたこ」「潮来市

公式ホームページ」に有料広告掲載さ

れる方を募集しています。

詳しくは、潮来市役所 秘書政策課まで

　〒311-2493　潮来市辻626

　50299-63-1111  FAX 0299-80-1100

受　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

崖

崖

崖

《広　告》
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期　間 催し物名 展示内容 入場料 備　考

11/30(水)～12/４(日)
エクリュ・キルトスタジオ
パッチワークキルト展 2011

パッチワーク

無　料

午前10時～午後５時
最終日は午後３時まで

12/７(水)～12/11(日)
市内小中学生による人権尊
重作品展

ポスター
標語
作文

午前10時～午後５時

12/17(土)～12/25(日) 第14回 活躍する作家展
絵画・写真・書道・
陶芸・文芸

午前10時～午後５時
最終日は午後３時まで
12/19（月）休館

※活躍する作家展は、12月17日（土）午前10時からオープニングセレモニーを行います。

月曜日休館

受験種目 陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格
平成24年４月１日現在、15歳以上17歳未満（平成７年４月２日から平成９年４月１日
までの間に生まれた方）の男子で、中学校卒業者又は中等教育学校の前期課程修了者
（平成24年３月に中学校卒業又は中等教育学校の前期課程修了見込みの方を含む。）

応募期間 平成24年１月６日（金）まで（締切日必着）

試験期日
１次：平成24年１月14日（土）
２次：平成24年１月28日（土）から31日（火）までの間の指定する１日

試 験 場
１次：受付時又は受験票交付時にお知らせします。
２次：第１次試験合格通知でお知らせします。

そ の 他
１次：筆記試験、作文
２次：口述試験（個別面接）及び身体検査

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

月 日（曜日） 時　間 説明会場 地区名

12月７日（水） 午後６時30分～
潮来市日の出

中央公民館１Ｆ大ホール
旧潮来町地区

12月８日（木） 午後６時30分～
潮来市日の出

中央公民館１Ｆ大ホール
旧牛堀町地区

12月11日（日） 午前10時00分～
潮来市日の出

中央公民館３Ｆ研修室

地区外居住者及び平日説

明会に来られない方

　　　お問合せ　国土交通省常総国道事務所調査課　TEL.029-824-0997 
　　　　　　　　潮来市都市計画課　　　　　　　　TEL.0299-63-1111　内線347

　地元関係者（地権者等）の方々に東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）の設計および用地の幅杭・用地測

量等について、下記のとおり説明会を開催します（主に潮来市地区ついて、ご説明いたします）。

【区　間】　　潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ（仮称）間のうちの潮来市地区

　　　　　　　延長　約１１.３ｋｍ

水郷まちかどギャラリー展示内容のお知らせ

平成２３年度自衛官募集要項

東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）の道路設計
および用地調査説明会のお知らせ
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより
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12月１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

12月４日（日）午後２時～２時30分

「マジック」のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

12月10日（土）午後２時～３時

「クリスマスおはなし会特別版」
図書館友の会

12月15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

12月24日（土）午後２時～３時

「冬休み特別版」
図書館のおにいさん、おねえさん

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

図書館員おすすめの本

紹介　もうすぐクリスマスですね♪サンタさんはどうやってプレゼ

ントを作っているのかな？どんなプレゼントを届けてくれる

のかな？みんなはどんなプレゼントがほしいのかな？クリス

マスがまちどおしくなるお話をたくさん集めました。

特集 「ハッピーホリデーズ」児童本特集（12月）

今月の本棚（12月）

作品　日本SF大賞は1980年に日本SF作家クラブにより創設された賞です。小
説のみならず、映画やアニメ、評論などあらゆるジャンルから選ばれ
る珍しい賞です。日本ラブストーリー大賞は、宝島社と株式会社宝島
ワンダーネットが主催する恋愛小説を対象とした公募文学賞です。受
賞作には映画化される作品もあります。司馬遼太郎賞は、作家 司馬遼
太郎の活動を記念して、毎年１回、文芸、学芸、ジャーナリズムの広
い分野から、創造性にあふれ、さらなる活躍を予感させる作品を対象
に選考しています。過去の受賞者には宮部みゆきさん、宮本輝さん、
立花隆さんなど様々なジャンルで活躍する方々がいます。

特集 「日本ＳＦ大賞・新人賞／日本ラブストーリー大賞／司馬遼太郎賞」

特集 「Run run ruN!」
紹介　男性・女性問わず最近ではオシャレに街中、そして公園などを走るラン

ナーを見かけます。ジョギングがブームです！シューズもランニング専

用のものからトレーニング専用のものまで幅広く販売されています。気

軽に参加できる市民マラソンも多くあります。本格的に鍛えている方か

ら健康志向の方まで楽しんでいただけるジョギング情報を本から雑誌、

ネットに至るまで幅広く集めました。

内容：　毎年恒例、大好評のミニコンサートを今年も

開催します。皆さんぜひお越しください。

　　　日　時：１２月１１日（日）

　　　　　　　午後６時～午後７時

　　　　　　　図書館１階エントランスホール

　　　開　場：午後５時３０分～

　　　公　演：午後６時～

　　　　　　　※当日の図書館開館時間は午前１０

　　　　　　　　時～午後５時までとなります。ご

　　　　　　　　注意ください。

演奏者：フルートアンサンブルフィオーリアの皆さん

　　　　（花野美佳さん、藤村美典さん、荻野康子さん、

　　　　 小田倉幸子さん、内倉久美子さん）

募集人数：６０名程度／小学生以上～（小学生・中学

生の場合は保護者同伴）

参加料金：無　料

募集方法：電話、図書館窓口（申込時に座席の指定を

行います）

内容：　今年度に入ってから資料を紛失する、汚してしまったとい
う方が増えています。図書館の資料はみなさんの共有財産で
す。絶版などで二度と購入できない資料もあります。大切に
扱っていただくようご協力お願いします。

 12月の図書館カレンダー  ※休館日は、12月21日（水）館内整理日　12月29日（木）～１月３日（火）年末年始休館

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

12月17日（土）

午前10時30分～ アイス・エイジ３ －
子ども向け
（アニメ）

午後１時30分～ くまのプーさん　みんなのクリスマス －

午後３時30分～ ルーニー・テューンズと遊ぼう －

12月18日（日）

午前10時30分～ ナイトミュージアム２ ベン・スティラー/ロビン・ウィリアムズ/出演
青少年・大人向け
（邦画・洋画）

午後１時～ うなぎ 役所　広司/清水　美砂/出演

午後３時45分～ 私の頭の中の消しゴム チョン・ウソン/ソン・イェジン/出演

・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◇

クリスマス・ミニ・コンサート

『資料の破損・

　紛失にご注意ください』
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
クリスマス会（中）
お元気会（い）

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）特定検診
生活習慣病予防検診
高齢者健康診査（か）
子育て広場（中）

子育て広場（図）特定検診
生活習慣病予防検診
高齢者健康診査（か）

ポリオ（か）
（H23.8月31以前生）

子育て広場（図）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H22.12月生）

子育て広場（中）
保健師によるなんで
も育児相談（中）
いきいき健康体操

（か）

天皇誕生日

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H20.9月生）

ヘルスアップ教室
（潮・公）

子育て広場（中）

ポリオ（か）
（H23.8月31以前生）

December
● 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
（日・中）…日の出中学校

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.4月生）

広報いたこ 2011
11月号 Vol.128

の
カレンダー月12 子育て広場（中）

４ヶ月児育児相談（か）
（H12.7月生）

子育て広場（図）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

花村菊枝さん感謝の
会（潮来ホテル）

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

飯島内科566-0280

子育て広場（中）

　　　科学フェスタ
　　　＆文化講演会
　　　　　（日・中）
特定検診
生活習慣病予防検診
高齢者健康診査（か）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.5月生）

のぎく会（い）

◎今月の納税は、市県民税の第４期分・国民健康保険税の第６期分・介護保険料の第５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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市役所閉庁

【　　　　　　】【　　　　　　】



人口のうごき 11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
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　10月15日（土）、潮来市立潮来公民館

にて「平成23年度潮来市青少年のつど

い」が開催されました。第一部の「青少

年の主張」では、市内の小中学校、高等

学校から選出された13名の児童、生徒の

皆さんが、未来に向けて考えていること

や日常、学校生活の中で感じているこ

と、大人達へ伝えたいことなどを元気一

杯に堂々と発表しました。

　また第二部の「青少年活動発表」にお

いては延方小学校４、５、６年生有志42

名による同声三部合唱、６年生54名によ

るリコーダーの演奏が行われました。

学校名 学年 氏名 題　名

潮来小学校 ５ 小川　慶周 日本一の庭師を目指して

津知小学校 ５ 宮内　悠樹 世界のレーサーを目指して

大生原小学校 ５ 濱野　睦也 ぼくの夢

延方小学校 ５ 小沼　志穂 わたしの夢

徳島小学校 ４ 草野　瑞希 「将来の夢」

日の出小学校 ５ 山澤　亮太 ぼくの夢

牛堀小学校 ５ 橋本　瑞希 わたしの将来の夢

学校名 学年 氏名 題　名

潮来第一中学校 ３ 金原あかね 自信をもって

潮来第二中学校 ３ 花井　春菜 自分発信中

日の出中学校 ２ 宍倉　彩香 この災害で学んだこと考えたこと

牛堀中学校 ３ 長谷川貴一 「自分で考えて進みたい」

学校名 学年 氏名 題　名

潮来高等学校
３ 高森　　淳 剣道を通じて学んだこと

３ 堺田　陽香 感謝の心

○小学生の部 ○中学生の部

○高校生の部

平成23年度　青少年のつどい平成23年度　青少年のつどい


