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　今回は市内小学校の６年生の児童７名

が市長室にいらっしゃいました。

　大きな被害を負った本市の復旧・復興

が進む中、震災以前よりもさらなる発展

が期待されます。次世代を担
にな

う子どもた

ちの将来の夢を交えながら、「まちづく

り」について市長と意見を交わしました。

新春特別企画新春特別企画

市長と小学生が語る

新春座談会

市長と小学生が語る

新春座談会

ゆるキャラグランプリ県内第１位

これからも応援よろしくね！
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市長と児童の皆さんの座談風景



5 広報いたこ 2012
１月号 Vol.130

11

田市長と語る新春座談会
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自衛隊による給水活動

鹿島アントラーズユースの皆さんによる

土砂の撤去作業
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１/４　新年の餅つき

田市長と語る新春座談会
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１　検査は横になり首にゼリー状の液を塗って超音波をあてるだけなの
で、検査に伴う痛みや苦痛はありません

２　心臓から頭に向かう首の左右の大きな血管を画像でみます

頚動脈
けいどうみゃく

超音波
ちょうおんぱ

検査
け ん さ

（頚部エコー検査）

※危険因子が重なり合うことで危険性が高まる
　★内臓脂肪の蓄積　　腹囲測定　男性　85cm以上、女性　90cm以上
　☆高 血 圧　130/85以上
　☆高脂血症　中性脂肪　150以上又はHDLコレステロール　40未満
　☆高 血 糖　空腹時血糖　110以上、HbA1c 5.2%以上
　　（メタボリックシンドロームの診断基準★は必須　☆２つ以上）
　☆高尿酸血症　7.0mg/ 以上

※単独の危険因子
　LDLコレステロール　140以上

生活習慣病予防のために

～早期の血管の異常（動脈硬化）を見逃さない～

　心臓が収縮し、血液を送り出す圧に耐えられる
ために、内膜・中膜・外膜から構成される３層構
造で、壁の厚い弾力性のある血管

動脈硬化による変化が分かります。
・血管壁の厚さは何mm？（内膜・中膜の肥厚度（IMT））
・血栓の数、大きさ、質を頚動脈超音波検査でみます

　潮来市特定健診を
受診した方で左記の
因子がある方へ頚動
脈超音波検査を含む
２次健診のご案内を
しています。

　血管の動脈硬化をすすめる因子である健診データの改善
をすることで、血栓の大きさが明らかに縮小され、破れや
すい血栓が硬く固定（退縮）されます。

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４-５２４０

　頚動脈は皮膚の下の浅
い部分にあり、首の左右
を触れると血管が拍動し
ているのがわかります。

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

脳細胞

↑

頚動脈

↑

大動脈

↑

心臓

《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》

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24年4月27日（金）まで

頚動脈の構造はどうなっているの 検査で何が分かるの

動脈硬化の改善は可能か

頚動脈超音波検査とは

生活習慣病予防のために

～早期の血管の異常（動脈硬化）を見逃さない～
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投　票　所 対象地区名
潮 来 投 票 所 潮来小体育館（注１） 潮来地区（大洲、十番除く）
日の出投票所 中央公民館（注２） 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 かすみ保健福祉センター 八代地区

（注１）潮来小は現在、新築工事を行っており投票に際し、一部ご不便をお掛けします。

　　　　当日、車でお越しの方は、市営駐車場又は潮来土木事務所へ駐車してください。

（注２）中央公民館は現在、地震による破損箇所等の補修工事を行っています。

　　　　※潮来小体育館および中央公民館での投票の際は、足元にお気をつけてください。

 投票日時 　平成24年1月29日（日）

　　　　　　午前７時～午後６時

 投票場所 　市内７箇所　　 定　　数 　１８名

　市議会議員選挙に立候補するためには、供託が必要

ときいたが、いくらかかるのか。

　公職選挙法第92条第１項第７号により、現金又はこ

れに相当する額面の国債証書（振替国債含む）30万円

をあらかじめ供託しておかなければなりません。な

お、選挙の結果、当該候補者の得票が法定の一定得票

数に達しない場合には、供託金は市に帰属（没収）さ

れます。

　家屋等のある敷地内に市議会議員の方の名前の書い

てある立札・看板がある。これは何か。

　公職選挙法により候補者等（候補者、候補者となろ

うとする者又は公職にある者）や後援団体の政治活動

用文書図画の掲示には、一定の規制があります。ただ

し、今回の質問にある立札・看板類については、規制

の対象とされたもので、市議会議員の場合には、１人

の候補者等は６枚、政治活動の事務所ごとにその場所

において２枚に限り掲示することができ、大きさは縦

150cm、横40cmを超えてはならないとなっています。

なお、この立札・看板は、事務所等以外の場所には掲

示することができず、畑や野原の真中などに立てたり

するようなことはできません。また、有効期間もあり

潮来市選挙管理委員会では３年となっています。この

立札・看板には、必ず、潮来市選挙管理委員会で発行

した証票が貼られています。有効期間を過ぎたもの

は、候補者等が適切に更新を行うこととなっています。

　選挙の結果を知る方法を教えてほしい。

　市のホームページにおいて、開票速報を行います。

希望者は当日、参観人として開票所（日の出小学校体

育館）において、開票の様子を見ることができます。

だだし、定員を100名としていますので、参観を希望

する方は、下記の通り受付を行ってください。

　また、受付時において定員を超えるような場合に

は、くじにより参観人を決定します。なお、整理券が

ない場合には、開票所には入場できません。

　参観人受付

　　日　時　１月29日（日）　午後３時～３時30分

　　場　所　潮来市立日の出小学校　体育館前

　　定員数　１００名

　　要　件　選挙区内の選挙人であること。

　　　　　　（身分証の提示が必要です。）

　１月29日（日）に投票へ行くことが

できない方は、期日前投票ができます。

例えば　・日曜日に営業する自営業の方

　　　　・冠婚葬祭の予定のある方

　　　　・旅行の予定がある方

 日　　時 　期日前投票は、１月２３日（月）から

　　　　　　　　　　　　　１月２８日（土）まで

 場　　所 　○潮来市役所　本庁舎１Ｆ

　　　　　（午前８時３０分～午後８時００分）
　　　　　　○かすみ保健福祉センター

　　　　　（午前８時３０分～午後５時００分）
　　　　　　＊どちらの投票所でも投票することができます。

Q

Q

Q

お問合せ　潮来市選挙管理委員会　TEL.６３-１１１１　内線２２３

平成２４年１月２９日（日）は

潮来市議会議員一般選挙の投票日です

【選挙に関するＱ＆Ａ】

A

A

A
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　震災により、ご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに損害を受けられた方は、そ

の損害金額に基づき計算した金額を所得から控除する、雑損控除の適用を受けることがで

きる場合があります。

　※所得税においては、雑損控除か災害減免法による減免措置のどちらか有利な方を選択できます。

（１）雑損控除の対象となる主な資産 

　　　住宅・塀・車庫・物置・家財（テレビ等の電化製品・家具等）・車両・墓石等

（２）雑損控除の対象となる災害関連支出 

　　・被災した資産の取壊し、除去のための支出
　　・住宅の修繕費（住宅の損失相当額を除く。）や液状化による宅地の土盛り費用等
　　・被害の拡大・発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

（３）雑損控除額（次の①と②で計算した金額のいずれか多い方） 

　　①損害額　－　保険金等で補てんされる金額　－　所得金額の10分の１
　　　※損害額には災害関連支出を含みます。
　　②災害関連支出の金額　－　５万円

（４）お持ちいただく書類 

　　①被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの（建物の請負契約書等）
　　②被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その面積が分かるもの（固定

資産税納税通知書等）
　　③被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用及び修繕費用などの分かるもの（領

収書・請求明細書、ジャッキーアップする予定の場合は見積書）
　　④被害を受けたことにより受ける保険金等の金額が分かるもの（保険金支払通知書等）
　　⑤市から「り災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書（写しでも可）
　　⑥還付金を受ける場合の振込先金融機関名、支店名及び口座番号の分かるもの
　　⑦平成23年分源泉徴収票や保険料控除証明書など
　　⑧印鑑（朱肉を使うもの）
　　　上記の書類がない場合は、ご相談ください。　

（５）注意事項 

　・雑損控除額は、被害を受けた住宅等の損失額を基本とします。修繕費用では、あり

ませんので、修理が済んでいない場合や修理をしない場合でも計算できる場合がありま

す。（り災証明書が、一部損壊以上の方は対象となる場合があります。）

　・り災証明書が発行されていない場合でも、修理費の領収書等で計算できます。
　・雑損控除の計算は複雑なため、事前に潮来税務署（電話66－6931）へ事前予約の上

ご相談ください。
　・災害減免法については、税務署へお問い合わせください。

震災により、所有する住宅に半壊の被害を受けた方の場合
　平成23年中の給与所得　500万円　　源泉徴収税額　150,000円　　住宅の取得費　2,500万円
　取得年月　平成13年３月新築　　床面積　150㎡　　住宅の修繕費　200万円　　地震保険金　　300万円

　日本赤十字社・共同募金会・潮来市等の地方公共団体等への2,000円を超える寄付金は寄付金控除の対象となります。
　確定申告の際、寄付金の証明書・払込書等を添付して申告してください。

　　　　　お問合せ　所得税に関すること　　潮来税務署　　　TEL.６６-６９３１
　　　　　　　　　　住民税に関すること　　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１

※住宅の取得価格がわからない場合は、茨城県内の木造建築の場合、１平方メートル当たり15.8万円で計算します。

①住宅の損害額

（25,000,000円　－　6,975,000円）　×　50％　＝　9,012,500円

（　　取得費　　－　減価償却費 ）　×被害割合＝　住宅の損害額

　※住宅の修繕費は、損害額を超えないので損害額に含まれることとなる。

②雑損控除額

　9,012,500円　－　3,000,000円　－　500,000円　＝　5,512,500円

　　 損害額 　　　　地震保険金　　　所得の10％　平成23年分雑損控除額

　＊翌年に繰り越す雑損控除額

　　5,512,500円　－　5,000,000円　＝　512,500円

　　雑損控除額　　　平成23年分所得　平成24年へ繰越し

③平成23年分所得税額

　所得額より控除額が上回っているため

所得税額は0円

　源泉徴収税額　150,000円が還付される

④平成24年度住民税額

　5,000円（雑損控除の申告をしない場

合約250,000円）

　約245,000円の軽減

雑損控除の計算例

東日本大震災の被災自治体等へ寄付金

　震災による雑損控除や医療費控除により、所得税の還付を受ける方の確定申告は１月

から税務署で受け付けています。

　国税庁ホームページ　www.nta.go.jp　では、東日本大震災関連の税金の取扱いを掲載しています。

所得税の還付申告
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　このたび、社団法人　日本損害保険協会（会長　

隅　修三　氏）から、小型動力ポンプ付軽消防自動

車が潮来市に寄贈されることが決定しました。

　この事業は、同協会が地域の消防力を強化し、安

全で安心なまちづくりに貢献するという損害保険業

界の社会的使命の観点から実施されており、2011年

度は全国21市町村、離島７市町村に寄贈されます。

　主な仕様

　　総排気量　６５８ml  3AT

  　乗員定数　４名

　　小型動力ポンプ　ラビット　Ｆｉ８０００

　　Ｂ－２級

小型動力ポンプ付軽消防自動車が寄贈されます

City News Flash

　12月５日（月）、全国高校ラグビーフットボール大会への
出場を決めた清真学園高等学校の選手３名が市役所を訪れ
ました。東日本大震災後、約１ヶ月間練習出来ない時期も
あった中、県予選決勝では因縁のライバルである茗渓学園
を破り、８年ぶりに花園への出場を決めました。
　潮来市出身の小松崎雄大さんは、「震災を通じて、今のラ
グビーが出来る環境の素晴らしさを知った。周囲への感謝
の気持ちを持って、試合に臨みたい」と試合への意気込み
を語りました。
　12月28日（金）に近鉄花園ラグビー場（東大阪市）で行
われた一回戦では若狭東高校（福井）に31対０の大差で勝
利しました。30日（日）に行われた二回戦では國學院久我
山に惜しくも３対７で敗れましたが、シード校に堂々と渡
り合う素晴らしい試合でした。清真学園の皆さん、本当に
お疲れさまでした。

清真学園、８年ぶりに花園へ

《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

潮来市出身の選手

・小松崎雄大さん（３年）・飯島翔一郎さん（３年）

・矢口　　完さん（３年）・田口　祐也さん（１年）

・今泉　宏健さん（１年）・阿部　稜司さん（１年）



木材チップの無料配布を行います！
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　潮来市では、東日本大震災で災害一般廃棄物としての受け入れた木材を破砕して、有効再利用資材とし、潮

来市民を対象に「木材チップ」の無料配布を行います。

　木材チップは雑草防止や堆肥としてお使いいただけます。

 配布期間 　１月20日（金）～２月24日（金）の毎週金曜日　※雨天決行

 配布時間 　午前10時から午後４時まで

 配布場所 　道の駅いたこの隣「災害一般廃棄物受入れ場」

 配 布 量 　１世帯あたり　10トン程度

【お申し込み方法】

　市役所環境課にて、申請書にご記入いただき、「木材破砕チップの搬

出証」を発行します。

　※再生砕石も同様に無償で提供しています。

 対 象 者 　市内小学生男女（４～６年生）

 募集人数 　10名（随時見学・体験可）

 練 習 日 　毎週土曜日 午前９時30分～正午

 場　　所 　ボートセンター「あめんぼ」

　　　　　　（潮来6322）

 年 会 費 　8,000円（登録料・保険料込み）

 申込締切 　３月３日（土）

 申込方法 　練習日にボートセンター「あめんぼ」

　　　　　  にてお申し込みください。

　※申込用紙は「あめんぼ」、図書館、中央公民館

に配置してあります。

日　時　２月18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：吉原朝馬、古今亭志ん馬、

　　　　　　　　　古今亭駒次、吉原すずめ

　　　　マジック：Mｒ.クマリック

入場整理券　

　2,000円（309席全席指定）

　※未就学児の入場はお断り致します

　※販売は１月12日（木）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の販売になります。

潮来あやめ寄席は笑わせます！

潮来あやめ寄席

お問合せ　潮来市立潮来公民館　TEL.６２-３５２２（月曜・祝日を除く午前９時～午後５時）

潮来あやめ寄席

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３－１１１１　内線２５１～２５３

 　お問合せ　潮来市ボートスポーツ少年団　担当　小　高　TEL.66-3443　090-4524-1259
         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高清水　TEL.090-1667-8993

潮来市ボートスポーツ少年団　団員募集

《広　告》

木材チップの無料配布を行います！

《広　告》

TEL 0299-66-6753

潮来市小泉
こいずみ

（潮来高校近くで古高
ふったか

方面への道路沿い）

指導者　大川　英世
大川 英語教室

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（入試対策）
 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）

見学者歓迎

・指導料　１ヶ月　5,000円（入会費なし）

学習時間 学習内容
中学１・２年 18：30～19：30 中学１年英語の復習
 中学２・３年 20：00～21：00  中学１・２年英語の復習

受講者募集

・希望者は３/10（土）までに
　電話でご連絡下さい

・受講料金 2,400円
　 （テキスト含む）

３/24（土）～25（日） 英語にチャレンジ！春休み２日間

英語を教えることが大好きです！

（　　　　 ）

曜日時間 対象



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

２月２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５日（日）午後２時～２時30分

「猫（ねこ）」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２月11日（土）午後２時～２時30分

「音楽（おんがく）」のおはなし

図書館友の会

２月16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25日（土）午後２時～２時30分

「鳥（とり）」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

図書館員おすすめの本

紹介　健康の維持・向上のためにかかせないのが健康診断です。診断を

受け病気を早期に発見し回復につながったということをよく聞き

ます。「ササッとわかる検査数値と健康度」「ひと目でわかる健康

診断」「健診結果で改善しよう！あなたの生活習慣」など、今回は

知っているようで意外と知らない健康診断の検査項目や結果の見

方、数値結果や改善に向けた生活習慣の見直しなどを中心に、特

集いたします。

紹介　２月３日は節分ですね。豆まきのときにみなさんは何て言います

か？おにはこわいイメージがありますが、やさしいおに、かわい

いおに、人間が大好きなおにもいます。いろいろなおにに出会え

るお話を集めましたよ。

特集 「おにはそと？」児童本特集（２月）

今月の本棚（２月）

作品　中原中也賞は日本の近代詩史に偉大な足跡を残した中原中也の功績を

顕彰することを目的とし、毎回、新鮮な感覚を備えた優れた現代詩の

詩集の発掘に取り組んでいます。読売文学賞は読売新聞社が主催する

文学賞で、小説、戯曲・シナリオ、随筆・紀行、評論・伝記、詩歌俳

句、研究・翻訳の６部門から選ばれます。横溝正史ミステリ大賞は角

川書店とテレビ東京が行う公募新人文学賞です。受賞作品は、テレビ

東京が独自にテレビドラマ化して放送されています。

特集 「中原中也賞／読売文学賞／横溝正史ミステリ大賞」
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特集 「健康診断」

 ２月の図書館カレンダー 　※休館日は、２月15日（水）館内整理日となります。

内　　容：３種類のいろいろなコマを

作ってみよう！マジックで色

を塗って自分だけのオリジナ

ルコマを作ることができま

す。

日　　時：２月４日（土）午後２時～

場　　所：潮来市立図書館　第２集会室

募　　集：３０名（対象：小学生　低学

年のお子様は保護者同伴）

材 料 費：１人２００円

　　　　　持ってくる物：ハサミ

応募方法：図書館カウンター、電話、

　　　　　ＦＡＸで受付いたします。

内容：図書館入り口エントランスホールに、リサイクルコーナーを

設置しました。市民の皆様よりいただいた本や図書館で不要

になった本などを希望者にさしあげています。掘り出し物が

見つかるかもしれません。図書館にお越しの際は、ぜひ、お

立ち寄りください。

内容：平成18年５月に開館して以来、多くの方にご利用いただ

き、このたび総来館者数100万人を達成いたしました。（１

日の入館者数は平均で約1,015人）幼児から高齢者まで、

市民の皆様の幅広いニーズに応えられる様々な資料の収集

とイベントの実施などを行い、多くの皆様方にご利用をい

ただけるよう、これからも、親しまれる図書館を目指し、

スタッフ一同、なお一層の努力をしてまいります。

よく回るコマを作ろう！

（おもしろ理科先生）

図書館入館者１００万人達成しました！

イベント

お知らせ

リサイクルコーナーについてお知らせ

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

２月18日（土） 午後１時30分～ スポンジ・ボブ － 子ども向け

２月19日（日） 午後１時30分～ 花の誇り
　　瀬戸　朝香／
　　酒井　美紀／出演

青少年・大人向け

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

子育て広場（い）
マタニティーセミナー

（か）

＋当番医

大久保診療所
562-2506

子育て広場（図）
ふれあいいきいき健
康サロン（か）

子育て広場（図）

子育て広場（い）

子育て広場（い）子育て広場（い）
１歳児育児相談（か）
（H23.2月生）

子育て広場（い） 子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）

子育て広場（い）
３歳児健診（か）
（H20.11月生）

子育て広場（い）
ヘルスアップ教室（潮・公）
いきいき健康体操（か）
「私的整理に関するガ
イドライン」個別相談
会（潮来市役所）

子育て広場（図）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.7月生）

ストレッチ体操（い）

February

のカレンダー

子育て広場（い）
お元気会（い）
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日の出小創立30周年
記念事業（日の出小）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

大久保診療所
562-2506

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

芸能音楽祭（日）
（潮・公）

＋当番医

飯島内科566-0280

建国記念の日

子育て広場（図）子育て広場（い） 子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H23.9月生）

子どもたちの文化芸術
体験事業（大生原小）

のぎく会（い）

月2

（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

（高）…高齢者センター

（潮・公）…潮来公民館

（延・公）…延方公民館

● 実施場所 ●

春の健康フェスタ
（かんぽの宿）

水 郷 美 術 展 覧 会

水郷美術展覧会

◎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。》15 広報いたこ 2012
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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24年

１月12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

10,746世帯 （－ 7）15,123人14,863人 （－19）（－16）29,986人（－35）

ポプラ

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

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.130 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

　12月11日（日）、潮来ホテルにて「ありがとう菊

江さん～花村菊江さん感謝の会」が水郷潮来観光協

会（会長 高塚悌治）主催により開催されました。

会場には、ご家族の他、花村さんと交流のあった方

など、市内外から300名以上の方々がお越しになり

ました。

　第一部の冒頭、 田市長は「素晴らしい歌で潮来

の黄金期を築き、また水郷いたこ大使として潮来の

名を全国に広めた花村菊江先生に改めて感謝申し上

げます」と花村さんへの想いを語りました。

　その後、日の出小学校吹奏楽部児童による、心の

こもった「潮来花嫁さん」が演奏され、会に華を添

えました。

  第二部の懇談会の会場には、菊江さんゆかりの懐

かしい写真や着物などが展示され、ファンや市民の

方々が花村さんの思い出話に花を咲かせました。

　長きにわたって歌手として、そして水郷いたこ大

使として、潮来市のために尽力された花村菊江さ

ん、ほんとうにありがとうございました。

～花村菊江さん感謝の会～ありがとう菊江さん～花村菊江さん感謝の会～ありがとう菊江さん～花村菊江さん感謝の会～

田市長　花村さんへの感謝のことば

たくさんの花に彩られた祭壇

日の出小学校吹奏楽部の皆さん潮来音頭の披露

在りし日の花村菊江さん あやめまつりでの花村菊江さん


