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園内にて踊りの披露

JR 潮来駅１日駅長として、おもてなし水車体験

水郷潮来あやめまつり閉会

水郷の燈
あかり

 

駅からハイキング

～潮来市ウォーキング連合会も合流～

つきたてのお餅だ！ニュージャージーあやめ娘からWelcome!
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○標準貫入試験併用ボーリング

　地区全体での埋立土層、沖積各層の層厚・Ｎ値

（地盤の固さ）確認及び横方向連続性確認

○水位観測井

　埋立土層での地下水位分布およびその年変動把握

○揚水試験

　地下水低下効果の影響範囲確認

○ブロックサンプリング

　埋立土層から試料を採取して、液状化強度確認

◇委員会出席者

　委 員 長：楡井　　久 氏（茨城大学名誉教授）

　副委員長：國生　剛治 氏（中央大学理工学部都市環境学科教授）

　委　　員：水野　清秀 氏（独立行政法人 産業技術総合研究所 平野地質研究グループ長）

　　　　　　風岡　　修 氏（千葉県環境研究センター　地質環境研究室主席研究員）

　　　　　　先名　重樹 氏（独立行政法人

　　　　　　　　　　　 　　防災科学技術研究所社会防災システム研究領域研究員）

　　　　　　庄司　　学 氏（筑波大学システム情報系准教授）

　　　　　　箕輪　秀男 氏（ＮＰＯリアルタイム地震情報利用協議会）

　　　　　　阪本　和久 氏（潮来市日の出地区代表区長）

　　　　　　土子　志信 氏（潮来市日の出地区副代表区長）

　オブザーバー：国土交通省、茨城県、ＮＴＴ東日本、東京電力、日本瓦斯

24

24

◆現在進められている調査

第２回

地層断面の確認（ブロックサンプリング時）

揚水試験

中央大学理工学部による
ブロックサンプリング水位観測井の設置
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　・75歳以上のすべての方

　・65歳から74歳までの方で、一定以上の障害をお持ちの方

　（障害認定により、後期高齢者医療の保険証をお使いの方）

　医療機関等の窓口でご負担いただく自己負担割合の見直しが行われま

す。住民税課税所得等に応じて、自己負担割合は、「１割負担（一般）」ま

たは「３割負担（現役並み）」となります。

　※期限の過ぎた保険証は、８月１日（水）以降、下記のお問い合わせ先にご返

却ください。

　　（返却出来ない場合は、各自で処分してください。）

　後期高齢者医療制度では、公費が約５割、現役世代からの支援金が約４割、被保険者の後期高齢者医療保険

料が約1割を負担することにより、被保険者が受ける医療に係る給付等を行っています。

　そのため、被保険者すべての方に保険料を負担していただくことになっております。平成24年度後期高齢者

医療保険料額決定通知書は、７月中に送付いたします。

平成24年度及び平成25年度の保険料率について

保険料の軽減について

個人ごとの保険料額の決めかた

保険料
均等割額 所得割率
39,500円 8.00％

均等割額

39,500円

※保険料率（均等割額・所得割率）は、２年ごとに見直されます。

所得割額
（賦課のもととなる金額）

×　8.00％

１年間の保険料額

（100円未満切捨て）

※賦課のもととなる金額＝前年の収入－必要経費（公的年金控除額など）－33万円

＝ ＋

①被保険者と世帯主の総所得金額の合計額が次の基準額の場合、均等割額が軽減されます。

基　　準　　額 均等割額の軽減割合

33万円未満の世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯 9割

33万円未満の世帯 8.5割

33万円＋「24.5万円×世帯の被保険者数（世帯主を除く）」未満の世帯 5割

33万円＋「35万円×被保険者数」未満の世帯 2割

②保険料の所得割額を負担している方で、賦課のもととなる金額が58万円以下（年金収入のみの方は、その

額が153万円から211万円以下）の場合は、所得割額が５割軽減されます。

お問合せ　潮来市　保険年金課　TEL.６３－１１１１　内線１２７

　後期高齢者医療では、毎年７月末に被保険者証（保険証）の切替を行っております。現在お持ちの保険証

は、有効期限が７月31日（火）となっておりますので、８月１日（水）から平成25年７月31日（水）までお

使いいただく新しい保険証を７月下旬に送付いたします。

切替対象の方

８月１日（水）からお使いいただく

「後期高齢者医療被保険者証」を郵送いたします

後期高齢者医療からのお知らせ

「平成24年度後期高齢者医療
　　保険料額決定通知書」を郵送いたします
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子育て支援事業をご利用ください

園　名 電話番号 園庭開放 子育て悩みごと相談 一時預かり保育　※事前申込要

スサキ保育園 66-3584
月曜日

９:00～11:30
水曜日

10:00～15:00
月～金曜日
８:30～16:30

白帆保育園 67-5620
月・水・金曜日
10:00～11:30

月～金曜日
９:00～16:00

月～金曜日
８:00～17:00

土曜日８:30～12:30

日の出保育園 66-1133
園の一般開放
※随時見学可
問合せ要

月～金曜日
９:00～17:00
問合せ要

月～金曜日
８:30～17:00

牛堀保育園 64-2337
月１回木曜日
８:30～11:30
問合せ要

月１～２回木曜日
10:00～11:30
問合せ要

月～金曜日
８:00～17:00

かすみ保育園 64-5082
水曜日

９:30～11:30

月～金曜日
13:00～17:00
問合せ要

月～金曜日
８:00～18:00

園　名 電話番号 園庭開放 子育て悩みごと相談 一時預かり保育

潮来保育所 62-3438
月～金曜日
９:00～11:00

月～金曜日
９:00～16:00
問合せ要

月～金曜日
８:00～16:30
問合せ要

園　名 電話番号 園庭開放 子育て悩みごと相談 一時預かり保育 その他の事業

こひつじ園
（小羊保育園・
小羊幼稚園）

80-1333
月～金曜日
10:00～11:00

月～金曜日
９:00～16:00
電話は随時・
面接要予約

月～金曜日
随時

問合せ要

子育て広場「すくすくラミー」
月２回10:00～11:40
日時など詳しくは
ホームページで案内

『認定こども園こひつじ園』で検索
http://www.geocities.jp/kohituji2907/

学校法人慈母学園
慈母保育園・幼稚園

63-1186
月・金曜日
10:00～11:30

月～金曜日
10:00～14:00

月～金曜日
８:30～15:30
※希望者

　　10月から日の出の新しい
　　園舎に移ります。

園　名 電話番号 園庭開放 子育て悩みごと相談

延方幼稚園 66-2533
７/23・９/27・10/13・11/８・12/６・
２/１：９:30～11:00

園庭開放と併せて（園庭開放に出席の人に限り）

うしぼり幼稚園 64-5766

６/21・７/５・10/13・11/15・２/１
９:30～11:30

12/７：14:00～16:00

園庭開放参加者及び在園児保護者に対して、随時
および個人面談時等において・在園児保護者随時

園　名 電話番号 園庭開放 子育て悩みごと相談

潮来幼稚園
62-2437

12月中旬までは 66-1436
火曜日　14:00～16:30 月～金曜日　９:00～17:00

※児童福祉法第48条の３により、保育所では、乳幼児等の保育に関する相談ができます。同じように、就学前

の子どもに関する教育・福祉等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園）についても同様の子育

て支援事業を行うことになっています。住み慣れた地域で、子育ての相談ができます。お近くの保育施設等

にて気軽にご相談ください。

○市立保育園

○私立保育園

○認定こども園

○市立幼稚園

○私立幼稚園

お問合せ　潮来市　市民福祉課　TEL.６３－１１１１　内線３８６
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　潮来市では、震災により損害を受けられた皆様のご負担を軽減するために、平成24年度分の国民健康

保険税の減免を下記のとおり行います。

　

　１　対　　象　　居住する住宅が「り災証明」で半壊以上の被害認定を受けた世帯

　２　減 免 額　　平成24年４月～９月分までの

　　　　　　　　　６ヶ月間に相当する期間に対し、

　　　　　　　　　下表により算定した金額を減免

　　　　　　　　　します。

　

　３　申請方法　　以前から潮来市にお住まいの方は、世帯主（納税義務者）の方が

　　　　　　　　　「り災証明」を交付されていれば、申請は不要です。

　　　　　　　　　平成24年４月１日以降に潮来市転入された方で、以前にお住まいの市町村で

　　　　　　　　　半壊以上の「り災証明」を交付されている方は申請が必要となります。

　　　　　　　　　【申 請 窓 口】潮来市税務課（④番窓口）

　　　　　　　　　【必要なもの】印鑑

　　　　　　　　　　　　　　　　身分証明書（免許証・保険証など）

　　　　　　　　　　　　　　　　り災証明書（前住所の市町村で発行されたもの）

　ゆうちょ銀行から市税の口座振替をご希望される方につきましては、ゆうちょ銀行のシステム変更に

より、税務課の窓口では受付ができなくなりました。

　お手数をおかけしますが、最寄りのゆうちょ銀行の窓口で申し込みをお願いいたします。

お問合せ　潮来市 税務課　TEL.６３-１１１１　内線１３３・１３４

口座振替（ゆうちょ銀行）の申し込みについて

平成24年度国民健康保険税の減免について

損害の程度 減免の割合

全　　　　　　壊 10分の10

半壊・大規模半壊 10分の５

税務課からのお知らせ

保険年金課からのお知らせ

　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予と

なる「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」があります。※前年度の所得で判定されます。

　　　平成23年度分（平成23年７月～平成24年６月）……平成24年７月31日で受付終了

　　　平成24年度分（平成24年７月～平成25年６月）……現在申請を受け付けております。

　　　平成24年７月はニヶ年度分、申請することができます。

申 請 場 所　潮来市　保険年金課（③番窓口）

必要なもの　身分を証明できるもの（免許証や年金手帳）・印鑑

国民年金保険料納付免除制度をご利用ください

【例】年税額300,000円の方が「半壊」の判定

を受けている場合

４月～９月分に相当する税額150,000円に対

し減免となるため、減免額は75,000円、税額

は225,000円となります。

計算された税額を１期～８期に分割するの

で、各期別の税額は１期分　29,000円、２期

分～８期分　28,000円 となります。

お問合せ　潮来市　保険年金課　TEL.６３-１１１１　内線１２５
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　潮来市では、日の出地区の災害復旧に向け、現況及び地区全体の雨水排水を考慮し道路高を設定しました。

道路高の内容については、図面等によりご説明しますので、道路建設課窓口へお越しください。

　【留意点】

　・道路高を設定しましたが、余震による沈下、隆起及び復旧工事による差異が生じることがあります。

　・塀や駐車場の修復については、道路復旧と同時に施工していただくことをお勧めします。

日の出地区の道路高について

お問合せ　潮来市 道路建設課　TEL.６３-１１１１　内線３４４・３４５

　市では都市計画道路「3.6.8上町六丁目線」「3.6.10六丁目七軒町線」の都市計画変更にあたり、

都市計画法の規定に基づき都市計画案の縦覧を行います。ご意見のある方は、縦覧期間中、意見書を

提出することができます。

潮来市都市計画案の縦覧について

縦覧場所及びお問合せ　潮来市 都市計画課　TEL.６３-１１１１　内線３４７

【屋外広告物とは？】
　「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される広告物を指し、

具体的には次のようなものがあります。

　　　屋上利用広告、広告幕、壁面利用広告、アドバルーン、広告旗、野立広告(広告

　　　板・広告塔)、はり紙・はり札、電柱利用広告、突出広告、車体利用広告 等

　これらの屋外広告物を表示するときは、潮来市都市計画課へお問い合せください。
　

【屋外広告物の適正な表示のために】
　良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害防止のために、茨城県屋外広告物条例を定め、屋外広

告物に対して必要な規制を行っています。規制の内容には、屋外広告物を表示してはいけない地域（禁止地

域)、屋外広告物を表示してはいけない物件(禁止物件)等があります。広告主や土地所有者等は、屋外広告物

の適正な表示や管理等をお願いします。

　また、茨城県内で屋外広告業を営もうとする方は、茨城県知事に屋外広告業の登録を申請し、登録を受け

ることが必要です。条例に違反する屋外広告物を表示すると、罰金刑(最高100万円)に処されることがあり

ます。条例の規定を遵守し、美しいまちづくりを目指しましょう。

ご存知ですか？屋外
お く が い

広告物制度

お問合せ　潮来市 都市計画課　TEL.６３-１１１１　内線３４７

●縦覧期間

　７月25日(水)～８月８日(水)　※閉庁日を除く

●意見書の提出先

　潮来市 建設部 都市計画課 あて

　[〒311-2493　潮来市辻626]

●提出期限

　８月８日(水)（必着）

●提出方法

　都市計画課に備付けの意見書に必要事項を記載し

　持参又は郵送にて提出してください

建設部からのお知らせ
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　お問合せ ◆電気に関するお問い合わせ　東京電力茨城カスタマーセンターTEL0120-995-332

　　　　　 ◆夏の「電気の上手な使い方」は東京電力ＨＰをご覧下さい。http://www.tepco.co.jp/setsuden/

夏の「電気の上手な使い方」

無理のない範囲で節電へのご協力をお願いいたします

夏の電力需給のピークは暑さの厳しい昼

間の時間帯。ピーク時間の電力消費の内

訳は、エアコンが約６割を占めています。

夏の昼間（14時頃）の電気機器の使用例
（在宅世帯の例）

□設定温度の調整を適温に

□フィルターの掃除はこまめに

具体的な節電＆節約のご紹介

節約したい目安の金額にあわせて無理なく

続けられる節電手法の例をご紹介します。

使用量が増える夏は、エアコンの節電と組

み合わせるとより効果的です。

出展：資源エネルギー庁推計

エアコン

約５００円節約

●年間を通じて、月間約500円の節約が可能

冷蔵庫

冷蔵庫の上に物を

置かず、設定温度

を「強」から「中」へ

約330円/月

約３００円節約

●年間を通じて、月間約300円の節約が可能

冷蔵庫

冷蔵庫の上に物を置かず、
設定温度を「強」から「中」へ

約330円/月

照明器具

白熱電球（54Ｗ×

１個）をＬＥＤ（８Ｗ

×１個）に取り換え

約200円/月

＋

約1,000円節約

●年間を通じて、月間約1,000円の節約が可能

冷蔵庫

冷蔵庫の上に物
を置かず、設定
温度を「強」から
「中」へ

約330円/月

照明器具

白熱電球（54Ｗ
×３個）をＬＥＤ

（８Ｗ×３個）に
取り換え

約600円/月

温水便座

便座の設定温度
を「中」から「弱」
に、使わない時
はフタを閉める

約150円/月

＋ ＋

エアコン

約280円/月

室温温度を１℃上げて（27℃→28℃）

フィルターを月２回程度清掃

●夏は約250円節約

夏はさらに

エアコン

約280円/月

室温温度を１℃上げて（27℃→28℃）

フィルターを月２回程度清掃

●夏は約250円節約

夏はさらに

夏の「電気の上手な使い方」
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洗濯機をご愛用の皆様へ

指を大けがする事故 に気を付けてください!!

お問合せ 一般社団法人 日本電機工業会 TEL.03-3556-5887

洗濯・脱水槽が確実に停止してから
洗濯物を取り出してください

洗濯・脱水槽が完全に止まる前に、
洗濯物を取り出そうとすると、

衣類に指がからまり大けが
（時には指を切断）をします!!

ゆっくりした回転でも危険です

こんな時は故障のおそれがあり危険です

①脱水中にフタを開けても15秒以内

に洗濯・脱水槽が止まらない時。

②フタロックが解除しても（脱水終

了音が鳴っても）、洗濯・脱水槽が

止まらない時。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問合

わせ先までご相談ください。ただし、機種に

よっては修理ができない場合もございますの

で、ご了承願います。

扇風機を安全にご利用頂くために季節の変わり目などには点検をお願いします

扇風機とエアコンを併用して、快適に過ごしましょう

●冷気をほかに送る

●空気を循環する

●より涼感をアップする

ご注意ポイント

◎ご使用になる前に、ファン（羽根）

やガードはしっかり取りつけられて

いるか、またガードが変形してファ

ン（羽根）にあたっていないか

チェックしてください。

◎電源コードが折れ曲がったり破損し

ていないか時々チェックしてくださ

い。

◎市販のネットを使う場合は、たるみ

がでないようにしっかりと取付けて

ください。

◎運転中はガードの中へ手や物などを

絶対に入れないでください。特に小

さなお子さまにはご注意ください。

必ず電源プラグを抜いて

からはじめましょう

収納は湿気の少ない所に

しましょう

お手入れ方法 保管方法

各社のカタログ、取扱説明書にもご使用上の注意やお手入れ方法・点検方法などが記載されています。

電源スイッチを切り、
電源プラグを抜きます。1

ガード、ファン（羽根）
をはずし、水洗いして
乾かしてください。

3スライドパイプを一番
上まで伸ばし
ます。

2

※お手入れ中に「高

さ調節装置」を操作

しないでください。

スライドパイプが急

に伸びることがあり

危険です。

サビ防止のために、モーター
シャフトの汚れを取り、油を
うすく塗ります。

1

袋をかぶせてから箱に
おさめ、湿気の少ない
所に保管します。

3
スライドパイ
プを一番下ま
で押し下げ、
確実に固定し
ます。

2

発煙・発火の恐れがあります。すぐに電

源プラグを抜いてください。再使用の

際には、必ず販売店にご相談ください。

異常があればご使用中止！

エアコンと併用して
快適冷房

快適な夏を過ごすため エアコンの冷気を扇風機で

部屋中に循環させること

で、体感温度（肌で感じる

温度）を下げ、いっそう涼

しく感じられます。

併用の目的

指を大けがする事故 に気を付けてください!!

扇風機とエアコンを併用して、快適に過ごしましょう

《広　告》

幸せな結婚・経済産業大臣認定

結婚
男女初婚・再婚

婿養子・年齢不問

プライバシー厳守

ブライダル鹿嶋
TEL 0299-69-7622
E-mail :aiko@sakaida.net

女性に限り

入会～成婚

まで優遇
お問い

合わせ

《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
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　Ｊリーグ主催「2012Ｊリーグスペシャルマッチ」が東日本大震災の復興支援として開催されま

す。それに伴い、全国から約４万人の観客が県立カシマスタジアムを訪れると予想されており、

カシマスタジアムから潮来インターチェンジまでの道のりが大変混雑されると思われます。

　そこで、潮来市内で臨時駐車場を設け、カシマスタジアムまでのシャトルバスが運航されま

す。そのため、潮来インターチェンジから臨時駐車場までの道のりの交通量が増加すると思われ

ますので、通行される方はご注意ください。臨時駐車場及びバスの時刻表は下記の通りです。

　スペシャルマッチ終了後(午後９時

以降)、カシマスタジアムから潮来イ

ンターチェンジまでの国道51号線が大

変混雑されると予想され、潮来イン

ターチェンジまで、３時間程度かかる

場合もあります。混雑を避けるため、

多少遠回りとはなりますが、右記の迂

回ルートを活用していただき、交通渋

滞対策にご協力をお願いいたします。

鹿島アントラーズからのお知らせ

Ｊリーグスペシャルマッチに関わる

交通の注意について

スペシャルマッチ

に関わる迂回の

交通対策について

お問合せ　潮来市　秘書政策課　TEL.６３－１１１１　内線２１２

※臨時駐車場をご利用の方には、お帰りの際の鹿島サッ

カースタジアム～潮来駅間の切符を人数分お渡しいた

します。なお、紛失された場合、切符の再発行はでき

ませんので、予めご了承ください。

潮来市営あやめ駐車場・
アイモア２階駐車場をご利用いただき
シャトルバスでカシマサッカースタジアムへ

【試合日時】

　７月21日（土） 午後７時キックオフ
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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》

保険のプロがお客様の立場でアドバイス
保険の見直し・相談のご予約は

    0120-800-784

保険料安くならないの？
保障内容今のままでいいの？

決して安くない生命保険料

潮来ショッピングセンターアイモア店

みんなの保険相談室

スマイル保険ショップ

　これまで水郷北斎公園内に設置されていましたウッドデッキは、老朽化により危険なため使用禁止としておりました

が、６月末に撤去工事を行いました。

　今後は、国土交通省霞ヶ浦河川事務所と潮来市が連

携して盛土による護岸工事を行います。これにより永

久的な芝生広場となり、市民の皆様が利用しやすい公

園に生まれ変わります。なお、工事の完成は来年３月

末頃を予定しております。

※８月18日（土）に同公園を会場として水郷潮来

花火大会が開催されますが、工事範囲内での鑑

賞はできなくなりますので、ご了承ください。

水郷北斎公園内の一部が新しく生まれ変わります

　６月24日（日）、常陸利根川の市ボートコースにおいて、第34回水郷潮来シ
ティレガッタ2012・第３回関東中学選手権競漕大会が開催されました。レース
は、小学生の部、男女混合の部など８部門で競われ、市内外から95チームが参
加し、ゴールを目指して汗を流しました。なお、大会結果は下記の通りです。

息を合わせて水面をキャッチ

種　目 優　勝 準優勝 第３位 第４位 第５位 第６位

小学生の部 お肉ブラザーズ
(潮来市)

ドナルド
(潮来市)

ワセダクラブ イクラちゃん
(戸田市)

ゴーストポテト
(潮来市)

江戸川キッズ
(江戸川区)

ミッキー÷モンキー
(潮来市)

男女混合の部 隅田川ローイングクラブ
(墨田区)

スナイパーⅡ
(潮来市)

フェニックス原田2012
(水戸市)

一期一笑・営業中です
(香取市)

チーム宮川
(鹿嶋市)

なまけもの
(潮来市)

成年女子の部 ワセダクラブ フネ
(戸田市)

潮来選抜Ｂ
(潮来市)

ビューティー和音
(水戸市)

壮年女子の部 ＩＴＡＫＯ　花組
(潮来市)

パイレーツ ｏｆ Ｍ．Ｖ．Ｃ
(鹿嶋市)

国保小見川総合病院
(香取市)

Ｇ．Ｇ．Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
(墨田区)

ボートスポーツ少年団ママチーム
(潮来市)

実年男子の部 名古屋ローイング
(江東区)

潮来市議会
(潮来市)

江戸川ファミリー
(江戸川区)

２５人会
(香取市)

旧中ボーイズ
(江戸川区)

スティングテクニシャンズ
(潮来市)

壮年男子の部 サンデービギナーズ
(香取市)

江戸川コーチャーズ
(江戸川区)

スティングパワーズ
(潮来市)

元気ですか～！2012
(鹿嶋市)

チーム久保
(潮来市)

キリン協和フーズ Ａ
(阿見町)

成年男子の部
黄門RC　Ａチーム

(水戸市)
学院12号
(川崎市)

君津クラブ
(君津市)

学院14号
(川崎市)

学院１号
(川崎市)

ワセダクラブ マスオ
(戸田市)

一般男子の部 茨城大学
(水戸市)

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

第３４回水郷潮来シティレガッタ２０１２ 大会結果

ウッドデッキ撤去作業の様子 完成イメージ

種　目 優　勝 準優勝 第３位

男子シングルスカルの部 久保　如竹
 東京ボートアカデミー (練馬区)

倉持　直人
小見川中学校Ａ (香取市)

石橋　駿輔
潮来選抜Ａ (潮来市)

男子ダブルスカルの部 潮来選抜Ａ (潮来市) 錦糸中学校Ａ(墨田区) 小見川中学校 (香取市)

女子ダブルスカルの部 潮来選抜Ａ (潮来市) 潮来選抜Ｂ(潮来市) 錦糸中学校(墨田区)

女子舵手付きクォドルプルの部 潮来選抜 (潮来市)

男子舵手付きクォドルプルの部 潮来選抜A (潮来市) 江戸川区中学連合(江戸川区) 潮来選抜Ｂ(潮来市)

第３回　関東中学選手権競漕大会　結果

お問合せ　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４７

今こそ保険の

見直しが必要です
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　６月９日（土）に、ショッピングセンターアイモアで花嫁衣装展が行われました。

　潮来市伝統の「嫁入り舟」で嫁いでいく花嫁の衣装を再現した展示会で、その場

で実際に着付けを行い、昔ならではの独特の雰囲気を再現していました。来場者の

中には、過去の自分と重ね合わせて、しみじみと見とれる姿も見受けられました。

　また、若い女性も頻繁に足を止め、嫁入り舟を知らない世代にも潮来の伝統を伝

えられるすばらしい展示会となりました。

花嫁衣装展が開催されました

　６月11日（月）、市スポーツ少年団ソフトテニス部の小学生11

人が 田市長を表敬訪問し、全日本・関東小学生ソフトテニス

選手権大会に出場が決まったことを報告しました。

　潮来市から出場するのは、第29回全日本小学生ソフトテニス

選手権大会に久保木菜摘さん（日の出小）、第31回関東小学生ソ

フトテニス選手権大会に草野玲さん（日の出小）、永山姫鞠さん

（津知小）、長野由依さん（潮来小）、大森優心さん（日の出

小）、草野暉さん（日の出小）、大塚桃加さん（延方小)、山野尋

生さん（津知小）。

　「チームメイトと力を合わせて、あきらめずにいい結果とな

るようがんばります。」と、子どもたち一人ひとりが少し緊張気

味に抱負を発表しました。 田市長は、「試合に勝つためには、

相手より大きい声を出そう。強そうだな、と相手に思わせるためだよ。」と激励しました。

全日本・関東小学生ソフトテニス選手権大会に出場決定!!

　５月29日（火）に水戸グリーンカントリー

クラブ山方コース（常陸大宮市）で、アマ

チュアゴルフの第

９回県社会人シニ

ア選手権（茨城新

聞社主催）が行わ

れ、長峰英雄さん

（あやめ町）が見

事初優勝を果たし

ました。おめでと

うございます。

第９回県社会人シニア選手権

　６月14日（木）、平成22年度水郷潮来あやめ

娘も務めた、潮来市牛堀出身の大堀ユリエさん

（25歳）が 田市長を表敬訪問し、著書「昭

和脳上司がゆとり世代部下を働かせる方法77

（光文社刊）」を100冊寄贈くださいました。

　大堀さんは、平成22年８月から都内で居酒屋

を経営。著書は、そこで働く年下のいわゆる

「ゆとり世代」の特徴や働く中でのコミュニ

ケーションの取り方など、自らの経験を生かし

た内容で、上の世代の方々にもぜひ参考にして

もらいたいと出版を決意しました。

潮来市出身　大堀さんが著書出版・寄贈
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　６月３日（日）、潮来四丁目

会館において、宝くじの社会

貢献広報事業助成を受けて20

年ぶりに整備した山車のハン

マ（車輪）のお披露目式典が

開催されました。玉串奉奠が

行われたのち、集まった約150

名の地元住民には餅まきが行

われ、お囃子の音色が響きま

した。

　また、新造記念曳き廻しとして、観光客で賑わう前川あやめ園周辺を練り歩き、あやめまつりに華を添えました。

四丁目　山車のハンマお披露目

City News Flash

《広　告》

授業時間 毎週水・金曜日 19：30～22：00

少人数制学習塾 お気軽にお問合せ下さい

鹿嶋ゼミナール 0299-63-3477
潮来市潮来1145-2　ネットカフェジパングＮＥＴ ２階 セブンイレブン向かい

夏期講習受付中！

中学３年生生徒募集 「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》

　６月14日（木）、潮来公民館において、平成24年度第１回潮来市健

康づくり講演会が開かれ、昨年惜しくもこの世を去られた花村菊江

さんの娘さんで健康管理士・インストラクターとしてご活躍されて

いるの花村理恵さんを講師にお招きしました。

　 田市長はあやめまつりの目玉のひとつである嫁入り舟について、

「昨日（水曜日）も平日にも関わらずあやめ園は多くの観光客で賑

わっていました。嫁入り舟はの人気は、花村菊江さんの代表曲『潮

来花嫁さん』の唄が生まれて50年以上経つ現在でも衰えることはあ

りません。」とあいさつしました。

　潮来は心のふるさととおっしゃる理恵さんは、「 田市長が『健

康』を引き続き市民の皆さんの重要なテーマとして位置づけられて

いることから、私も健康管理士として、お世話になった潮来の皆さ

んのお役に立てたら」とあいさつされ、講演では、まず始めに脳ト

レーニングとして、声を出しながら、勝ち負けを事前に決め瞬時に

その手を出す「後出しじゃんけん」で、脳を活性化。

　また、健康診断の重要性について話され、市で行っている無料の

健康診断や、医療機関より安く受けられる婦人科検診や前立腺がん

などの追加検査について紹介。

　しかしながら、健診受診率の低さが県内ワースト10に入ってし

まっているという問題を指摘し、健診を受けて、自身の体・健康に

関心を持つよう呼びかけました。

　菊江さんとの思い出話も交えながら、最後に全員で簡単なスト

レッチを行った後、菊江さんを偲んで「潮来花嫁さん」の唄を全員

で合唱し、笑顔で楽しく健康について学べる時間となりました。

健康について一緒に考えましょう！
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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15日（水）

　館内整理日となります。

８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）

うしぼりお話し会

８月５日（日）午後２時～２時30分

「すいか」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

８月11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

８月25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

◎図書館２階視聴覚室で上映いたします　◎すべて入場無料です　◎申込みは不要です

日にち 時　　間 作　　品 出　　演 対 象

８／18

（土）

10：30～ ふしぎな島のフローネ －
子ども

向け
10：30～ こびと観察入門 －

８／19

（日）

10：30～13：00

オトコマエ1.2.3
出演：福士誠治

　　　斎藤　工
一般向け14：00～16：30

17：00～18：30

今月の本棚（７月）

 ８月は終戦記念日があります。今月は世界で起こった戦争を中心

に取り上げ、書籍だけでなく、戦争に関する映像資料とともに特集

します。

 私たちは人々が残した戦争の傷跡をきちんと知らなければいけま

せん。あらためて平和の大切さを考えてみましょう。

特集　平和への祈り

　図書館や本に関する川柳を大募集します。優

秀作品は今秋作成予定の「潮来図書館・川柳し

おり」に掲載されます。さらに、金・銀・銅賞

には、全国共通図書カードなどをプレゼント！

小さい子から大人まで、みなさん応募してくだ

さいね。

　　＜募集期間＞2012年７月20日（金）

　　　　　　　　　　～９月16日（日）

　潮来市立図書館では、夏休み期間中、市内の

学童保育クラブに対する支援の一環として、図

書のセット貸出・出張おはなし会をおこなって

います。たくさんの本に出会える機会です。

　ぜひ活用してください。

◎日 に ち：８月１２日（日）

◎時　　間：午後２時～午後３時３０分

　　　　　※午後１時45分までにお越し下さい

◎場　　所：潮来市立図書館 ２階 第２集会室

◎参加対象：小学生～中学生　３０名

　　　　　　（小学１・２年生は保護者同伴）

◎参加費：１人 ６００円（材料代）

◎持ち物：ハサミ、筆記用具

◎お申込：図書館カウンター・電話・ＦＡＸ

　　　　　（※メール不可）

おもしろ理科「発電機を作ろう」

図書館川柳 学童保育クラブ向け

「夏休み セット貸出・
　　　　出張おはなし会」

◎上映会のお知らせ◎
（８月） 夏休みスペシャルシネマデイ

　今年もおばけの季節がやってきましたね。こわいけ

ど大好き、そんなおばけのお話をたくさん集めまし

た。みんなはどんなおばけを見たことがあるのかな？

「おばけがいっぱい！」児 童 特 集 （８月）
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

◎胃がん大腸がん検診（か）
子育て広場（い）
検診結果説明会(か)

検診結果説明会(か)

＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

久保医院564-6116

子育て広場（図）
◎胃がん大腸がん検診（か）

◎胃がん大腸がん検診（か）
子育て広場（図）
検診結果説明会(か)

子育て広場（い）
お元気会（い）

子育て広場（い）
マタニティ・セミナー（か）
検診結果説明会
(大・公)

子育て広場（い）
検診結果説明会
(延・公)

子育て広場（い）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.3月生）

子育て広場（図）
◎胃がん大腸がん検診（か）
マタ二ティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）

◎胃がん大腸がん検診（か）
子育て広場（図）
ヘルスアップ教室

（延・公）

◎胃がん大腸がん検診（か）
子育て広場（い）
７ヶ月児育児相談（か）
（H23.12月生）

子育て広場（図）
１歳児育児相談（か）
（H23.8月生）

子育て広場（い） 子育て広場（図）
潮来市人権教育
研修会（中・公）

子育て広場（図）
検診結果説明会
(潮・公)

◎胃がん大腸がん検診（か）
ストレッチ体操（い）

August

のカレンダー

◎胃がん大腸がん検診（か）
検診結果説明会(か)

子育て広場（い）

月8 子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.5月生）

子育て広場（い）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.1月生）

子育て広場（図）

◎胃がん大腸がん検診（か）

検診結果説明会(い)

＋当番医

大久保診療所
562-2506

◎７月18日(水)・８月1日(水)午前中の子育て広場(い)はエアコン調整のためお休みします。午後の部は通常通り開催します。
◎今月の納税は、市県民税の第２期分（８月31日納期日）・国民健康保険税の第２期分（８月31日納期日）
　　　　　　　　下水道事業受益者負担金の第２期分（８月31日納期日）・介護保険料の第３期分（８月31日

納期日）です。　　《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

● 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
（図）…市立図書館
（中・公）…中央公民館
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館
（日・公）…日の出公民館
（大・公）…大生原公民館

69

15 広報いたこ 2012
７月号 Vol.136

万 燈 会（潮音寺）

潮来祇園祭禮

潮来祇園祭禮

水郷潮来花火大会
（水郷北斎公園）

金乃比羅神社（永山）熱田神社（貝塚）
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10,785世帯 （－ 5）15,053人14,812人 （－ 3）（－ 8）29,865人（－11）

※お詫びと訂正※

　広報いたこ６月号10ページ「ライオンズクラブよりチャリティ寄付」に記載

の会場は、正しくは潮来カントリー倶楽部（潮来市築地）です。また、チャリ

ティ金は潮来市社会福祉協議会、潮来市身体障害者福祉協議会のほか、様々な

団体へご寄付いただきました。ここにお詫びして訂正いたします。 

日　　時：8月18日（土）午後7時～

　　　　　○午後７時　　　開会式

　　　　　○午後７時30分　打上予定

※悪天候の場合は翌日に順延、翌日悪

天候の場合は翌々日まで順延。態度

決定は午後３時

会　　場：水郷北斎公園　北利根川特設会場

打上場所：北利根川

主　　催：第34回水郷潮来花火大会実行委員会

共　　催：潮来市・水郷潮来観光協会・

　　　　　潮来市商工会

潮来市メルマガ登録はこちらから

※空メールを送信して登録してください。

※携帯電話の場合別途通信料が発生します。

水中スターマイン


