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行　事　名 実施日時 実施場所

嫁入り舟の運航

水曜日　11：00

土曜日　11：00・14：00・20：00

日曜日　11：00・14：00

※３日（日）は12：00も運航します。

※９日（土）は12：00、15：00も運航します。 前　川

市営ろ舟の運航 期間中　９：00～17：00

宵の嫁入り舟
宵のろ舟運航

期間中の土曜日　20：00
期間中の土曜日　18：00～20：30

あやめ踊り披露 期間中の日曜日　12：00～13：00

前川あやめ園

潮来囃子演奏
期間中の日曜日　15：00～16：00

潮来祇園祭禮おどり披露

観光ボランティア案内 期間中の毎日

踊りの披露 期間中の土曜日　15：00～16：00　18：30～19：30

水郷の燈（すいごうのあかり） ６月16日（土）　日没後

全国優良品種花菖蒲展示会 期間中　毎日

前川あやめ園ライトアップ 期間中の18：30～22：00

潮来市特産品販売 期間中５月19日（土）～ 前川あやめ園周辺

主な催し物

行　事　名 実施日時 実施場所

潮来の唄フェスティバル ６月３日（日） 開花亭

囲碁大会 ６月３日（日） 延方公民館

関東俳句大会 ６月10日（日） 潮来公民館

少年剣道大会 ６月10日（日） 日の出中学校体育館

将棋大会 ６月17日（日） 津知公民館

短歌大会 ６月17日（日） 牛堀公民館

弓道大会 ６月24日（日） 潮来高校

水郷レガッタ大会 ６月24日（日） 常陸利根川

お問合せ　潮来市　観光商工課　TEL.６３-１１１１　内線２４１～２４４

第６１回

１．開催期間　5月19日（土）～6月24日（日） 37日間

２．開催場所　市営前川あやめ園

水郷潮来あやめまつり

　毎年好評の嫁入り舟は、大会史上最多の38組を予

定しております。あやめの花言葉は「あなたを大切

にします」。日本一幸せな花嫁さんをあやめ園から祝

福しましょう。

　皆さまのご来園を心よりお待ちしております。

あやめまつりの見どころ
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ろ舟とは…
　櫓（ろ）を使う手こぎの舟。サッ

パ舟とも呼ばれ、四方を水に囲まれ

ていた潮来では江戸時代初め頃から

使われていました。

　あやめ園では、娘船頭も活躍して

います。日中の運航に加え、土曜日

には「宵のろ舟運航」も行われま

す。ひと味違ったあやめ園をお楽し

みください。

私たちあやめ娘がおもてなしいたします私たちあやめ娘がおもてなしいたします

市営ろ舟運航

平成24年度水郷潮来あやめ娘

　サマンサ・エイミー・ダッカス、

　八木　眸、土子　由香理、

　関口　さおり、高橋　明日香、

　渡辺　彩香、永田　あい、

　内田　美月、ジェシカ・ゴードン

市外大型ショッピングセンター

あやめまつりのＰＲ活動を行っています！

銀座　黄門マルシェ
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　　　　　　　お問合せ　行方警察署　TEL.０２９９－７２－０１１０

　　　　　　　　　　　　※事件、事故等の場合は【１１０番】に通報してください。

現
在、警察では地域におけるパト

ロール活動の強化のため、交番・

駐在所の再編整備を行っております。

　そのような中、４月13日(金)、牛堀

駐在所の開所式が行われました。牛堀

駐在所と上戸駐在所の統合により、多

くの地域住民が利用する「市立図書

館」と、牛堀地区の中心市街地に位置

する「潮来市商工会」の向かいに新設

され、周辺の整備等も行われました。

　なお、新設の駐在所には２名の警察

官が勤務し、パトカー１台を配置して

事件や事故に対応するとともに、これ

まで同様、担当の警察官が各家庭への

巡回連絡や相談、意見、要望等の受理

を行いますので、ご支援、ご協力をお

願いします。
牛堀駐在所

開所式テープカット

私たちが地域の安全を守ります！



　４月12日（木）、 田市長は会長を務める関東

１都６県の86自治体で構成する「東日本大震災液

状化対策自治体首長連絡会議」の代表として、民

主党液状化問題ワーキングチーム（座長：海江田

万里衆議院議員）の初会合に出席を求められ、浦

安市長、香取市長とともに参加しました。

　ワーキングチームでは 田市長が、液状化現象の状況・対策への取り組みについて報告するとともに、大震災

から復興を遂げるためには再液状化防止対策が必要不可欠であり、復興交付金制度として創設された液状化対策

事業に対して、運用の見直し、要件緩和など国の強力な支援を求めた経緯などを説明しました。
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《広　告》

生命保険・地震保険・自動車保険など
保険の見直し・相談のご予約は

    0120-800-784

保険は貯金ではありません。

今のままで良いでしょうか？

決して安くない生命保険料

スマイル保険ショップ
潮来ショッピングセンターアイモア店

《広　告》
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状化問題について

民主党から出席要請液

今こそ保険の

見直しが必要です
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※これらの改正は、子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無

償化に伴うものです。

※この改正は平成24年度から適用されます。これにより、19歳未

満の親族を扶養している方の所得税、住民税の負担が増えるこ

とがあります。

改正前　扶養控除額（所得控除）

区　分 所得税（国税） 住民税（市・県民税）

年齢16歳未満の扶養親族 38万円 33万円

年齢16歳以上19歳未満の扶養親族 63万円 45万円

改正後　扶養控除額（所得控除）

区　分 所得税（国税） 住民税（市・県民税）

年齢16歳未満の扶養親族 廃止  廃止

年齢16歳以上19歳未満の扶養親族 38万円 33万円

 

63-
 

宝くじの
助成金で
山車の車輪を
整備しました

潮来四丁目 潮来七丁目

▲新造された車輪
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　平成24年３月31日時点において子ども手当の支給を受けている方は、平成24年４月からの

児童手当に改めて申請する必要はありません。

　また、平成24年６月分から所得制限が導入されることに伴い、６月以降の支給額等につい

ては以下のとおりとなります。

年　齢 月　額

所得制限限度額未満の方

３歳未満 15,000円

３歳以上小学校終了前（第１子・第２子） 10,000円

３歳以上小学校終了前（第３子） 15,000円

中学生（一律） 10,000円

所得制限限度額以上の方

「年収960万円（夫婦・子ども２人

の世帯）」を基準とする

０歳～中学生  5,000円

お問合せ　潮来市　市民福祉課子育て支援室　TEL.６３-１１１１　内線３８８

※平成23年度子ども手当特別措置法に基づく申請期限の延長について

　平成23年10月分からの子ども手当を受け取るために、対象のお子さんを持つ方は申請の

必要があり、申請期限は平成24年３月末までとしていましたが、申請期限を平成24年９月

30日まで延長します。

（２月に子ども手当が支払われている方は申請が済んでいますので手続きの必要はありま

せん。）

　平成24年４月１日、小沼竹男さん（潮来市水原）が人権擁護委

員に就任されました。

　任期は平成24年４月１日から平成27年３月31日です。

人権擁護委員とは…

　法務大臣から委嘱され、人権擁護活動を行う方々です。この制

度は、地域住民の中から選ばれた人格見識の優れた方の協力を得

て、日常生活の中で人権尊重思想の普及高揚を図るとともに、人

権侵害による被害者を救済し、人権を擁護していくもので、委員

は法務局・地方法務局の職員とともに、人権侵害事件の調査処

理、人権相談、人権啓発活動などを行っています。

人権擁護委員就任

子ども手当の名称が「児童手当」となります

※６月は、現況届の提出月です。後日、現況届を郵送させていただきます。



愛犬
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開始～終了 場　　所 地　区

６月５日（火）

 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

６月６日（水）

 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 北浦ｹ丘自治会集会所 大山

11:30～11:50 下田農村集落センター 下田・宮前・洲崎

６月７日（木）

 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

６月８日（金）

 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 日の出浪逆集会所跡（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

６月９日（土）

 9:00～10:10 潮来市役所 将監・新町・後明・七軒丁・全域

10:30～11:20 潮音寺（慈母観音）そば 日の出全域

11:50～12:30 潮来市商工会（旧牛堀出張所） 牛堀一区・二区・全域

お問合せ　潮来市　環境課　TEL.６３-１１１１　内線２５２、２５３

　狂犬病予防注射日程表 ※雨天でも実施します

　 登録している犬
①市からの通知（ハガキ）郵送します

　※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

　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。犬の具合が悪い場合は、

無理をせず動物病院で注射を受けてください。

　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。 （　　　　　　　　　　　　　　 　　）

狂犬病予防注射

料金と持参するもの

※今年は６月５日（火）～９日（土）の実施となります。

～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。～

　 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（   　　　　　　　　 ）

平成24年度 犬の登録と

狂犬病予防注射（集合注射）実施のお知らせ

  の登録と
狂犬病予防注射を忘れずに



9 広報いたこ 2012
５月号 Vol.134

日　程 対戦相手

第12節 ５月19日（土） 17:00 コンサドーレ札幌

第14節 ６月16日（土） 18:30 名古屋グランパス

第17節 ７月７日（土） 18:30 大宮アルディージャ

第19節 ７月28日（土） 18:30 サンフレッチェ広島

第21節 ８月11日（土） 18:30 ジュビロ磐田

第23節 ８月25日（土） 18:30 アルビレックス新潟

第24節 ９月１日（土） 19:00 ヴィッセル神戸

　潮来市はアントラー

ズのホームタウンです

　みんなでアントラー

ズを応援に行きましょ

う！

ホームゲーム試合日程

競技ルールについて

１チーム４～６名で２.１km

の周回レース。チームでフル

マラソン完走を目指せ！

（ソロの部もあります）

 ■主　催

水郷県民の森４時間耐久リレーマラ
ソン実行委員会
 ■後　援

潮来市・潮来市教育委員会
国土交通省霞ヶ浦河川事務所
（独）水資源機構利根川下流総合管
理所
（財）茨城県体育協会
読売新聞社
茨城新聞社
 ■主　管

茨城県トライアスロン協会
 ■期　日

2012年６月24日（日）
AM９:00～PM16:00
 ■会　場

茨城県水郷県民の森（茨城県潮来市）

 ■種　目

ソ　ロの部（定員：500名）
チームの部（定員：300チーム）
 ■参加資格

県民の森１周（約2.1km）を独力で
完走できる小学生以上の健康な方。
※小学生は出場部門とメンバーに制

限があります。

 ■参加費

ソ　ロの部：4,000円
チームの部：3,000円／１名につき

 ■申込方法

①インターネットから申込み
　大会ホームページからお申込み頂けます

水郷県民の森４時間耐久
　　　　　リレーマラソンＨＰ
http://www.mspo.jp/itako-suigo

②郵送での申込み
　事務局宛に参加申込書兼誓約書
を郵送し、大会口座に参加費をお
振込みください。

 ■申込締切

2012年６月11日（月）消印有効

●お問い合わせは…　　エムスポエントリーデスク内
　　　　　　　　　　　水郷県民の森４時間耐久リレーマラソン係
　　　　　　　　　　　東京都稲城市東長沼2120-6-104
　　　　　　　　　　　TEL:042-370-7431　FAX:042-379-1992

襷を繋げ！

鹿島アントラーズを応援しよう！

家族・友人・職場仲間・クラブみんなで
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　４月７日（土）権現山公園桜まつり（水郷潮来

観光協会主催）において花の交流会と題したイベ

ントが行われ、踊りや、カラオケ、演奏等が披露

されました。

　会場では、野点や、模擬店にてあま酒、富士宮

やきそば、おでん等が用意され、たくさんの人々

で賑わいました。子どもたちは、しばたふみさん

によるバルーンアートに熱中していました。

桜まつりが開催されました

　４月15日（日）長勝寺において、「第36回

さくら祭り」（潮来公民館主催）が開催され

ました。会場では、模擬店、潮来ばやし演

奏、昔話の読み聞かせ、発表会などが催さ

れ、賑わいました。プレゼントコーナーで

は、甘酒、ポン菓子等が振る舞われ、人気

を集めました。

　４月28日（土）中央公民館において窓口業務開始式

が行われました。市民サービスの向上を図るため、中

央公民館では年末年始を除く毎日、土日・祝日も住民

票などの証明書の交付が受けられるようになりました。

　早速窓口に訪れ、住民票交付の申請をした住民の方は、

「今までは、休日の窓口は土曜日の午前中しかやって

いなかったが、これからはより便利になると思う。」

「仕事の休みの日に窓口が開いていて助かります。」

と笑顔で書類を受け取りました。

　なお、土曜日午前の市役所窓口業務は終了となりま

す。自動交付機をご利用ください。

取扱時間　午前８時30分～午後５時15分　年末年始を

除く毎日

取扱内容　住民票・印鑑証明・戸籍証明・

　　　　　税関係証明・母子手帳の交付

　　　　　戸籍届け出の受付

　　　　　（死亡届については、埋・火葬許可証の発

行をします。）

中央公民館で土日、
　　祝日の窓口業務が始まりました！

　　お問合せ　潮来市立　中央公民館

　　　　　　　潮来市日の出３-11　TEL.66-0660
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City News Flash

　４月25日（木）ショッピングセンター　ラ・ラ・

ルーにおいて、防犯意識を一層定着させるための街頭

キャンペーンが行われました。潮来・行方セーフ

ティ・マイ・タウン・チーム、潮来市防犯連絡会、潮

来ロータリークラブの皆さん、行方警察署員の皆さん

などは、高齢者を狙った振り込め詐欺や、震災に便乗

した詐欺などの防犯啓発を呼びかけました。

春の地域安全運動
　　防犯キャンペーンが行われました

鹿島アントラーズ　ホームタウンデイズ「潮来の日」開催！

　４月21日（土）、カシマサッカースタジアムにおいて、水郷潮来あやめ娘によるあやめまつりＰＲや、潮

来あやめちゃんコシヒカリなど潮来の特産品販売などが行われ、グラウンドゴルフ特設体験コーナーで

は、豪華賞品目指してホールインワンにチャレンジする長蛇の列ができました。

　またキックオフ前のピッチサイドセレモニーでは、 田市長やあやめ娘・娘船頭から、主審と両チーム

キャプテンへあやめの花束贈呈を行い、ハーフタイムには「水郷潮来あやめまつり」の横断幕を持って

「あやめ」とともにピッチサイドを１周し、観客へアピールしました。

　試合はアントラーズが３－２で見事逆転し、今季ホームゲーム初勝利を成し遂げ、カシマスタジアム200

勝目となる記念すべき試合となりました。

娘船頭もあやめまつりをＰＲ
グラウンドゴルフコーナー

始球式

たくさんの方がホールインワンに

チャレンジ

ハーフタイムに

あやめまつりのＰＲキックオフ前のピッチサイドセレモニーアントラーズフラッグを持って入場



高速道路の幅杭を設置

　４月23日（月）、茂木地内において東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）事業安全祈念用地幅杭打設式が

行われました。

　東関東自動車道水戸線（潮来～鉾田）は、平成20年度に

都市計画決定され、平成21年度に事業化、平成23年12月

に、道路設計説明会を開催致しました。このたび、用地幅

杭の設置準備が整ったことから、設置に着手します。

　常総国道事務所は、下記のとおり道路に必要な土地の幅

を示す用地幅杭の設置を始めています。設置作業は、平成

24年９月末頃まで実施予定です。

■用地幅杭設置の進め方

・道路計画線に用地幅杭（黄色杭）を設置します。

・設置位置に障害物等がある場合には、避けて設置しま

す。

・用地幅杭は、概ね20ｍ間隔に設置します。
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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》

City News Flash City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　４月６日（金）市内小学校の入学式が行われ、

延方小学校において常陽銀行からＬＥＤライト付

き防犯ブザー280個が寄付されました。今年で８

回目となるブザーの寄付は、毎年小学校へ入学す

る新1年生に贈られています。犬のデザインをあ

しらった親しみやすいデザインで、銀行を意味す

る「BANK（バンク）」と「犬」でバンクケン＝番

犬が子どもたちの登下校時の防犯に役立てられま

す。

新１年生に防犯ブザーが
　　寄付されました
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《広　告》

　海鮮倶楽部（潮来市上戸）にて製造・販売中の土産「鯉

のうま煮（945円）」と「鯉みそ漬け（1,200円）」が、それぞ

れ平成22年度、23年度の全国推奨観光土産品審査会におい

て、２年連続で連盟会長努力賞を受賞しました。第52回受

賞の鯉みそ漬けは、茨城県で唯一の受賞という栄光に輝き

ました。数年前から商品化した同土産品は、観光客からの

要望から生まれたものだと言います。独自に研究・改良を

重ね、贈答用として特別な容器も作製。潮来を知らない方

や、鯉を食べたことのない若い世代の方にもおいしさを

知ってもらおうと、同店ではインターネットを活用して情

報発信し、関東を中心に全国発送も行っています。

２年連続受賞！全国観光土産品



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

６月３日（日）午後２時～２時30分

「おとうさん」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

６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

６月９日（土）午後２時～２時30分

「靴（くつ）」のおはなし

図書館友の会

６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

６月23日（土）午後２時～２時30分

「雨」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（６月）
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児 童 特 集

　５月13日（第２日曜日）は母の日ですね。う

んでくれてありがとうの気持ちをお母さんに伝

えられるといいですね。お母さんがもっともっ

と好きになるお話を集めました。

「お母さん
　　大好き」

作品　　定年後の生活を快適に楽しく過ごすためのヒントがたくさん

あります。図書館でいろいろな情報を仕入れて、これからのラ

イフプランに役立ててみてはいかがでしょうか？知っていれば

得をする情報も見つかるかもしれません！

特集　「のんびりセカンドライフ」

　図書館のことを英語で「ライブラリー」といいます。「キッズライブラリアン」とは、図書館のことを何でも

知っている子どもたちのことです。図書館のノウハウを習得し、友達や家族に読書の素晴らしさや大切さを伝え

るリーダーとなることを目的としています。

「子ども司書講座　めざそう！キッズライブラリアン」

「図書館はきっともっと面白い！

　図書館活用講座　図書館はじめの一歩」

　図書館初心者の方、改めて図書館の使い方をマスターしたい方へ、

図書館をより一層便利に利用するためのおトクな情報を伝授します！

　日　時：５月27日（日）午後２時～午後３時30分

　場　所：図書館　視聴覚室

　募　集：無　料　一般・高校生以上　20名程度

　申込み：図書館カウンター、電話、FAXでお申込みください。

日　時：５月27日（日）午前10時～12時

場　所：図書館　第１集会室

内　容：第１回目は、図書館探検、司書のお仕事紹介です。

募　集：無　料。　市内の小学５年生～中学２年生　10名程度

申込み：５月25日（金）まで。

　　　　図書館カウンター、電話、FAXでお申込みください。

その他：講座は全10回開催されます。毎講座終了後に活動報告

を作成し、受講者（＋保護者）に配布し、館内にも掲

示します。８講座以上参加した受講者には、「認定

証」と「子ども司書カード」を差し上げます。

講座予定：

日　程

第６回 ９/９（日）

第７回 ９/30（日）

第８回 10/28（日）

第９回 11/25（日）

第10回 12/23（日）

日　程

第１回 ５/27（日）

第２回 ６/24（日）

第３回 ７/15（日）

第４回 ８/５（日）

第５回 ８/19（日）

 ６月の図書館カレンダー 　※休館日は、６月20日（水）館内整理日となります。

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対　　象

５月19日（土）午後１時30分～
あらいぐま
ラスカル

－ 子ども向け

５月20日（日）午後１時30分～
ユタと不思議な

仲間たち
劇団四季 一般向け

・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◇

イベントのお知らせ

イベントのお知らせ



芸能音楽祭（潮・公）
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（い）

＋当番医

久保医院564-6116

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

飯島内科566-0280

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）
ＭＲ（麻しん風しん）
（日の出中）

子育て広場（図）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H22.11月生）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.1月生）

子育て広場（い）子育て広場（い）
１歳児育児相談（か）
（H23.6月生）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）
マタニティ・セミナー

（か）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）

◎婦人科検診（か）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）
ＭＲ（麻しん風しん）

（牛堀中）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー

（か）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）
ポリオ（か）

（H24.2月29日以前生）
お元気会(い）

子育て広場（図）
ポリオ（か）

（H24.2月29日以前生）

ヘルスアップ教室
（延・公）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）
ＭＲ（麻しん風しん）

（潮来二中）
ヘルスアップ教室（潮・公）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（図）
ＭＲ（麻しん風しん）

（潮来一中）

子育て広場（図）

ストレッチ体操（い）

June

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
（あ）…潮来ボートコースあめんぼ
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館

３歳児健診（か）
（H21.3月生）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（い）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.10月生）

◎今月の納税は、市県民税の第１期分(７月２日納期日）・介護保険料の第２期分(７月２日納期日）です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

月6

第34回水郷潮来シティ
レガッタ2012（あ）

◎婦人科検診（か）

◎婦人科検診（か）
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期　間 催し物名 展示内容 入場料 備　考

５/８（火）～

　５/13（日）
全日写連麻生支部写真展 写　真 無　料

10時～17時

最終日は16時まで

５/19（土）～

　５/20（日）

薫風展

～いたこ盆栽愛好会～
山野草・盆栽 無　料

10時～17時

最終日は15時まで

５/23（水）～

　６/19（火）
水郷作家展

小堀進・村山密　他

８名の水郷の作家に

よる絵画

無　料
10時～17時

会期中休館日なし

水郷まちかどギャラリー展示案内

ー

ー

第61回 
水郷潮来あやめまつり大会
（５/19～６/24）

第61回 水郷潮来あやめまつり大会（５/19～６/24）

第61回 水郷潮来あやめまつり大会（５/19～６/24）

第61回 水郷潮来あやめまつり大会（５/19～６/24）

第61回 水郷潮来
あやめまつり大会

（５/19～６/24）

＋当番医

船坂医院
566-1285



人口のうごき ５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

５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

10,778世帯（＋28）15,050人14,820人 （＋10）（＋ 6）29,870人（＋16）

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
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