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みんなで歩いて見に行こう!!

かすみ保健福祉センター

　9:00 開会式

　9:30 健康講演会

　　　　　～楽しいウォーキングのために～

　　　　　「これから始める人のためのお話」

　　　　　　茨城県ウォーキング協会副会長

　　　　　　首席指導員

　　　　　　　三好 義章 氏

　10:30 ヘルスウォーキング６㎞コーススタート

　　　　（潮来市ヘルスウォーキング連合会）

国神神社

　11:00 巫女舞

　11:20 文化財のお話

　　　　（潮来市文化財保護

　　　　　審議委員 明間 信夫 氏）

　11:35 キッズソーラン

　　　　（うしぼり幼稚園）

　11:50 軽食サービス

　　　　（牛堀親爺の会・

　　　　　潮来市健康づくり

　　　　　実行委員会）

　12:10 ウォーキングスタート

　　　　（観音寺

　　　　　→八代の大シイ

　　　　　→長屋門）

　12:55 上戸の獅子舞

　13:30 帰りのウォーキング

かすみ保健福祉センター

　14:00 到着・解散

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

ウォーキングに参加されない方は　　　10:45～11:45

　いきいき健康体操（シルバーリハビリ体操指導士会）　　かすみ保健福祉センター
　※随時、骨密度検査・健康相談を行います。　　　　　　　　　　 １階多目的ホール　

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.6 4 - 5 2 4 0

水郷いたこ大使「あやめ」

平成24年 11月23日（金）

（勤労感謝の日）＊申込不要
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特定健診・生活習慣病予防健診等（血液検査・尿検査・計測・胸部レントゲン　他）

今年まだうけていない方は、この機会に必ずうけましょう。

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

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

40歳から74歳までの方で、潮来市の健康診断の受診券をお持ちの方は、かかりつけの病院でも使えます。

利用できる医療機関の一覧は、受診券の裏面をご覧ください

１２月２日（日） かすみ保健センター

１２月３日（月） 中央公民館

１２月４日（火） 中央公民館

○午前の部　午前 ９：１５～１１：００受付

○午後の部　午後 １：００～　２：１５受付

事前のご予約は必要ありませんので、直接会場に

お越しください。

受診券を紛失した場合は、当日発行いたします。保険

証をお持ちください。

大きな病気を「未然に防ぐことができる」ため、毎年多くの方に大好評！　

潮来市の集団健診をうける方は、年々、増えています。

　しかし、35歳から59歳までの方は、まだまだ健診をうけていない

傾向にあります。

　仕事も大事、家族も大事…。でも、ついつい、カラダに無理をさ

せていませんか？

　自覚症状がなくても、年に一度は健診をうけましょう。
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平成24年度健診日程と会場

お忘れなく！健康診断
１２月２（日）・３（月）・４（火）
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　　　　お問合せ　潮来市　税務課　　　　　　TEL.６３－１１１１　内線１３７～１３９
　　　　　　　　　潮来市　農業委員会事務局　TEL.６３－１１１１　内線２７１

　潮来市では、未納となっている市税等の徴収強化のため、差押えた不動産について、

公売を入札の方法により行います。

 「日　時」　１１月２８日（水）午後１時　説明開始（受付１２時５０分～）

 「場　所」　潮来市役所　３階　第１会議室

公売財産一覧表

売却区分番号
見 積 価 額 財産種別

（面積）
財産所在地 買受適格証明書

公売保証金

24－1
1,746,900円 宅地

（157.82㎡）
潮来市大塚野二丁目8番23 不要

180,000円

24－2
680,400円 田

（1843㎡）
潮来市辻字江寺崎2558番 要

70,000円

24－3
1,236,600円 田

（231㎡）
潮来市須賀南126番6

不要
（現況は雑種地）130,000円

（注）１．公売執行前に滞納市税等完納により、中止となる場合があります。

　　　２．農地の場合、潮来市農業委員会が発行する『買受適格証明書』の提出が必要となります。

　　　３．詳しくは、「市役所」・「各公民館」窓口にある『不動産公売広報誌』をご覧いただくか、

　　　　　潮来市役所税務課までご連絡ください。
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10

142

お問合せ　潮来市　税務課　収税グループ　TEL.63-1111　内線137、138、139

発見した財産を確認する捜索員（後は見学者）

シナリオに従い滞納者宅前で

滞納者に捜索に入る旨告げる捜索員

税の滞納は許しません



 

6広報いたこ 2012
11月号 Vol.140

 

　献血にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

　現在、血液の機能を完全に代替できる手段は存在しないため、医療において輸血は欠かすことのでき

ない治療法となっています。血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することはできません。輸

血に必要な新鮮な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶え間のない献血が欠かせません。

　献血にご協力ください。

お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

日　　時 会　　場

12月18日（火）
午前10時～11時45分 潮来税務署

午後１時30分～４時 潮来市役所

平成25年１月15日（火）
午前10時15分～11時45分
午後１時30分～４時

ショッピングプラザ　

  ラ・ラ・ルー

平成25年３月13日（水）
午前10時15分～11時45分
午後１時30分～４時

潮来ショッピングセンター

  ア イ モ ア

24

■みなさまの献血が医療を支えています。

献血車　今後の日程

＊県立潮来高等学校にて献血を行いました
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　標準営業約款制度は、法律で定められた消費者（利用者）擁護に資する

ための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録し

た、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「めん類飲食店」、「一般飲食

店」では、店頭にＳマークを掲げています。

　　　　　　　　Safety=保険加入で安全

　　　　　　　　Sanitation=衛生基準遵守で清潔

　　　　　　　　Standard=確かな技術（標準）で安心

Ｓマーク（標準営業約款制度）をご存じですか

お問合せ　（財）茨城県生活衛生営業指導センター　TEL.０２９－２２５－６６０３

厚生労働大臣許可

　虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときやご自身が出産や子育てに悩んだとき
には、鹿行児童相談所（TEL.0291-33-4119）や市民福祉課子育て支援室（TEL.63-1111
内線395）にご連絡ください。

虐待とおもったらすぐお電話を

０５７０－０６４－０００

＊児童相談所に電話をおつなぎします。

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体に

するなど

【身体的虐待】

【性 的 虐 待】

【ネグレクト】

殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、

溺れさせるなど

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前

で家族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：DV）など

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、

自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

【心理的虐待】

児童虐待の定義は・・・

11月は児童虐待防止推進月間です
『児童虐待は社会全体で解決すべき問題です』

《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》

常　南　医　院
内　　科 外　　科

※詳しくは、お電話にてお問い合わせ下さい。
電話 0299-63-1101

午前９時　～ 12 時
午後２時半～ ７ 時

午前９時 ～ 12 時
午後２時 ～ ５ 時

◆診療時間

人工透析

【　お車で送迎いたします（無料）　】

 

整形外科

常　南　医　院
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●寝室（普段、寝室として使っている部屋）

●階段（２階以上の階に、寝室がある場

合。詳しくは消防署へ。）

※台所・居間（義務はありませんが、安

心・安全のため設置をおすすめします。）

○平成20年６月から、全ての住宅、住居部分に「住宅用火災

警報器」を設置しなければなりません。まだ付けていない
方は、すぐに設置しましょう。

家族やあなたの命を守るために！

片付けポイント 少しでもおかしいと思ったら、ただちにご

使用を中止し、販売店もしくは一般社団法

人　日本電機工業会（TEL.03-3556-5887）

にご相談ください。

設置しなければならない場所

片付けの際は、

コードを強く巻き付けたり、

重いものをのせないでください。

電気毛布・電気ミニマット・電気カーペット

設置しましたか？住宅用火災警報器

  

 
 

11

11

15

長年ご使用の暖房器具で、経年劣化が原因の火災事故が起きています
事故を未然に防ぐため、日頃から製品とその周辺のチェックを行ないましょう
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City News Flash City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　９月30日（日）、日の出中学校グラウンドにおいて、第40回潮来市消防ポンプ操法競技大会が行われました。

この大会は、火災発生時の迅速・確実な団体行動の徹底を図り、消防精神を養成することを目的に、市内すべて

の消防団が参加して行われるものです。

 第40回潮来市消防ポンプ操法競技大会　大会結果 

 自動車ポンプの部 

　優　勝：第１分団第１部（西丁・大塚野・浜丁）
　準優勝：第12分団第２部（永山）

　第３位：第４分団第３部（将監）

　第４位：第１分団第２部（上丁）

　第５位：第13分団第１部（芝宿）

　第６位：第13分団第２部（横須賀）

 小型ポンプの部 

　優　勝：第２分団第３部（五丁目）
　準優勝：第３分団第１部（大洲）

　第３位：第４分団第２部（後明）

　第４位：第３分団第２部（十番）

　第５位：第13分団第３部（台上戸）

　第６位：第６分団第３部（小泉）

市民の安心安全を守る消防団

　10月21日（日）、鉾田市鉾田総合公園駐車場

にて行われた、第63回茨城県消防ポンプ操法

競技大会　鹿行地区大会には、市の大会で優

勝した第１分団第１部と、第２分団第３部が

出場し、優秀な成績を収められました。

第63回茨城県消防ポンプ操法競技大会　鹿行地区大会

〔ポンプ車操法の部〕

優　勝　潮来市消防団

　　　　第１分団第１部

　　　　（西丁・大塚野・浜丁）

〔小型ポンプ操法の部〕

準優勝　第２分団第３部

　　　　潮来市消防団

　　　　（五丁目）

大会結果

優勝　第１分団第１部

準優勝　第２分団第３部



　10月10日（水）潮来カントリー倶楽部において、第12回潮来

市民ゴルフ大会が開催されました。当日は、207名の参加があ

り、熱戦が繰り広げられました。大会の結果は、次のとおりで

す。

　一般の部　　　　　　　　　レディースの部

　　優　勝　高野　弘幸　　　　優　勝　大橋　栄子

　　準優勝　大橋　栄子　　　　準優勝　内堀久美子

　　第３位　兼平　好一　　　　第３位　泉　　政江

　シニアの部　　　　　　　　ベストグロス賞

　　優　勝　宮内　直人　　　　一般の部　　　　井坂　安則

　　準優勝　松兼　守重　　　　レディースの部　泉　　政江

　　第３位　石田　悦男　　　　シニアの部　　　本橋　　誠
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　10月６日（土）かすみの郷公園において、潮来市グラウ

ンド・ゴルフ大会が潮来ライオンズクラブの協力で行われ

ました。

　日頃の練習成果を発揮すべく、258名が参加。大会は個人

戦で行われ、ホールインワンが続出（86本）、熱戦が繰り広

げられました。

　今大会の上位成績は次のとおりです。

　　優　勝　木　村　　　實（芝宿）

　　準優勝　兼　平　猪一郎（芝宿）

　　第３位　梅　沢　　　清（川尾）

潮来市グラウンド・ゴルフ大会開催

第12回市民ゴルフ大会開催

　９月29日（土）30日（日）兵庫県豊岡市において、第21回全国市町村交流レガッタ豊岡大会が行われました。

全国24都道府県から110チームの出場があり、議会議員シニアの部で、「潮来市議会ＯＢ輝」が第３位、議会議員

の部で、「潮来市議会」が第５位に入賞しました。おめでとうございます。

全国市町村交流レガッタ豊岡大会

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

写真左から

　　田市長、高野　弘幸さん、

　潮来ライオンズクラブ立原さん

潮　来　市　議 潮 来 市 議 会 Ｏ Ｂ 輝
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City News Flash

　10月４日（木）、日比谷公会堂（東京都）において、「全老連創立

50周年記念　全国老人クラブ大会」が開催されました。今大会では、

潮来市高齢者クラブ連合会の日の出２丁目ハッピー会（会長：井上精

二さん）が優良クラブとして表彰されました。表彰式には、天皇皇后

両陛下がご臨席されたほか、野田内閣総理大臣が出席され、「これま

での高齢者の方々の活動に感謝するとともに、今後のご活躍に期待し

ます」とのお話がありました。

　10月23日（火）には、 田市長へ受章の報告を行いました。市長は

「今後も様々な活動を通して、日の出地区のみならず市全体を盛り上

げていただきたい」と激励の言葉を述べました。

　受章された日の出２丁目ハッピー会の井上精二さんにお話を伺った

ところ、「これまでに行ってきた活動を評価していただき、50周年記

念大会で受章できたことは本当に喜ばしい。今後もスポーツや文化事

業のみならず、防犯活動などを継続して行っていきたい」と話されて

いました。

　日の出２丁目ハッピー会の皆さん、本当におめでとうございます。

全国老人クラブ大会　

日の出２丁目ハッピー会　受章

　10月２日（火）、「第12回議長杯クロッケー・輪投げ

大会」が、かすみの郷公園において開催され、当日は

500名を越える参加者が秋風の下、日頃の成果を競い合

いました。大会の結果は次のとおりです。

クロッケーの部

優　勝　新町あけぼのクラブ

準優勝　六丁目むつみクラブ

第三位　古高長寿会

同　上　徳島長生会

輪投げの部

優　勝　大塚野新生会

準優勝　江寺江楽会

第三位　米島長寿会

同　上　台上戸椎の木会

第12回議長杯クロッケー・輪投げ大会

　10月19日（金）、かすみの郷公園において「第７

回市長杯グラウンドゴルフ大会」（個人戦）が開催

されました。当日は400名を越える参加者が日頃の

成果を競い合い、ホールインワンも130回（111

名）達成されるなど、ハイレベルな戦いが繰り広

げられました。大会の結果は次のとおりです。

　優　勝　 大﨑　　静（清　水）

　準優勝　 村田　健蔵（新　町）

　第三位　 瀧ヶ﨑　實（二丁目）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真左から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　瀧ヶ﨑　實さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大﨑　　静さん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田　健蔵さん

第７回市長杯グラウンドゴルフ大会

新町あけぼのクラブ

大塚野新生会

《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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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　10月18日（木）、ひたちなか市総合運動公園総合

体育館において、第10回交通安全高齢者自転車競技　

茨城県大会が開催されました。この大会は、高齢者

の交通安全意識の高揚と運転技術の向上を図ること

を目的としています。潮来市からは、和知さん（72

歳）、尾崎さん（72歳）、草野さん（76歳）、秋山さ

ん（68歳）、小松崎さん（65歳）が出場され、団体

の部で第18位という成績を収められました。

高齢者自転車競技大会に出場！

　10月14日（日）、ショッピングプラザラ・ラ・

ルーにおいて、防犯意識を一層高めるための街頭

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、

行方地区少年指導委員連絡会、行方地区防犯協会女

性部、行方

警察署の皆

さんが、買

い物客に啓

発チラシや

ひったくり

防止ネット

等 を 配 布

し、防犯を

呼びかけま

した。

ひったくりに注意！
　秋の防犯キャンペーン実施

　10月６日（土）～８日（月）に

かけて、三熊野神社祭礼（牛堀一

区・二区）が行われました。神輿

は仮宮で二泊し、山車曳き前に神

輿渡御が行われました。一区・二

区それぞれの山車が勇壮に引き回

され、祭り囃子で盛り上がりまし

た。

三熊野神社祭礼

《広　告》
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 ９月25日（火）、ぎふ清流国体（９月

29日～10月９日開催）へ出場する11名

の茨城選抜メンバーが市長を表敬訪問

しました。大会においては、サッカー

成年男子の部で第３位（茨城県選手団

の団体競技では、最高成績）、ボート少

年男子シングルスカルの部では第４位

という結果を納められました。出場者

と結果は次の通りです。

ぎふ清流国体　潮来市から出場、大健闘！

　種　目 出場者 結　果

■サッカー
ミッドフィールダー
総監督

日の出中学校講師　　　関　　直也
潮来市役所　　　　　　塙　　誠一

第３位

■ボート
 〈少年男子舵手付クォードプル〉

潮来高等学校　　３年　金澤　　奨
　　　　　　　　１年　野村　大貴
　　　　　　　　２年　山本　学人
　　　　　　　　２年　神田　　聡
　　　　　　　　１年　小沼　政輝

準決勝敗退

 〈少年男子シングルスカル〉 潮来高等学校　　３年　嶋田　　潤 第４位

■体　操 潮来第一中学校　３年　越川むつみ 予選敗退

■水　泳〈少年女子 400mリレー・
　　　　　400ｍメドレーリレー〉

クロール・背泳ぎ
コーチ

日の出中学校　　３年　小野寺涼夏
　　　　　　　　　　　今井　　学

予選敗退

　10月24日（水）、鹿島アントラーズの地域貢献活動として、山

村和也選手と岡本英也選手が牛堀小学校を訪問しました。

　選手とのリフティングやミニゲーム、質問タイムなどを行い、

児童たちは嬉しそうに選手と交流をしました。

　児童から「試合前はどのようなことを

考えていますか？」という質問に、選手

は「試合前は緊張しますが、皆の応援が

力になります。」と答え、応援を呼びかけ

ました。

　この活動は、今後３年間でホームタウ

ンの小学校を全て訪問することとなって

います。

アントラーズ　牛堀小学校訪問

　10月２日（火）、延方郵便局長　宮本正幸氏が市長室を訪れ、善意

銀行へ10万円寄付していただきました。

　92歳まで長生きした母親が生涯お世話になった潮来市へ、何か協力

できないことはないかと思い、今回の寄付に至ったそうです。

　地域福祉の更なる充実・発展のため、有効的に活用させていただき

ます。ありがとうございました。

延方郵便局長より善意銀行へ寄付

City News Flash

サッカー成年男子の部で第３位に輝いた

関さん（右）・総監督の塙さん（左） ぎぎふふ清清流流国国体体にに参参加加ししたたメメンンババーー



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

12月２日（日）午後２時～２時30分
「くま」のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

12月６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８日（土）午後２時～３時
「クリスマス特別版」

図書館友の会

12月20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22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

今月の本棚（12月）

　12月は年末の大掃除がありますね。今月は片づけの役にたつ、断捨離や収納の

本を特集します。コツを知れば、面倒なお掃除も楽になります！お部屋の整理整

頓をして、スッキリした気持ちで新しい年を迎えましょう。

特集　「きちんと整理整頓」

「おもしろ理科先生

　見えないものを見てみよう！」

　クリスマスイブは早く寝ないとプレゼントを配るサンタさんが困っちゃうよね。

楽しい絵本を読んで（読んでもらって）、わくわくしながら眠りにつこう。クリス

マスを楽しむお話をたくさん用意しましたよ。

「ハッピーホリデーズ」児 童 特 集 （12月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象
12

15

11:00～11:25 ころわんのおはなし －

子ども向け13:30～15:02 ルーニー・テューンズ －

15:30～16:29 ミッキーのクリスマス大作戦 －

12

16

10:30～12:19 幸せになるための27のドレス
キャサリン・ハイグル／
ジェームズ・マーズデン／出演

一般向け13:30～15:39 最後の忠臣蔵 １ 上川　隆也／香川　照之／出演

16:15～17:44 ジャンパー
ヘイデン・クリステンセン／
ジェイミー・ベル／出演

◎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

◎上映会のお知らせ（12月）◎
～シネマスペシャル～
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内　容：偏光板をつかったゲームやクイズ、実

験をするよ！簡単な万華鏡、不思議な

筒の工作もあります。

日　時：平成24年11月23日（金）

　　　　午後２時～午後３時30分

場　所：市立図書館　視聴覚室

募　集：小学生20名程度

　　　　（小学１・２年生は保護者同伴）

参加費：１人250円（材料代など）

持ち物：ハサミ・セロハンテープ

「ミステリーバッグ第３弾　開催」

　図書館員のおすすめ本を詰めたミステリーバッ

グを貸出します。

　なんの本が入っているかは、自宅に持って帰る

まで分かりません。

　第３弾の今回は大人向けの本を詰めた20袋用意

しています。

　さらに20袋のうち４袋に、図書館オリジナル布

バッグが封入されています。先着順での貸し出し

になります。お早めにどうぞ。

12月１日～12月15日

　ミステリーバッグ　第３弾

　平成24年７月から９月ま

で、図書館にちなんだ川柳の

募集をした結果、多くの市民

の皆様から応募がありまし

た。心温まる作品やユニーク

な作品など趣向を凝らしたも

のが多くありました。その中

から厳正なる審査により、受

賞作品を選定しました。選定

された作品は「しおり」にし

て図書館で配布をいたしま

す。沢山のご応募ありがとう

ございました。

「図書館川柳
　　　結果発表」

市 長 賞 ももかさん 津知小 1学年 としょかんが、 わたしのいえなら いいのにな

議 長 賞 ゆうちゃん 延方小 2学年 かえれない　よみたい本が　ありすぎる

教育長賞 すず 潮来小 3学年 空、うちゅう どこでもいけるよ 本の中

図書館賞 けいよう 潮来小 4学年 本を読む　いつでもぼくが　主人公

市 長 賞

今年のバレンタインチョ
コは176個もらいました

（出来杉くんの方程式）
潮来一中 2学年 気が付けば　図書館からの　赤い空

議 長 賞 バボちゃん 日の出中 3学年 図書館で　本とホントの　出会いあり

教育長賞 みづき 潮来二中 2学年 この本で　自分の人生　変わるかも

図書館賞 白うさぎ 日の出中 2学年 本の森　さまよいあるく　アリスかな

応募総数：672点　（受賞作品）

＜小学生の部＞

＜中学生の部＞

 12月の図書館カレンダー  ※休館日は、12月19日（水）館内整理日　12月29日（土）～１月３日（木）年末年始休館
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

子育て広場（中）
お元気会（い）

＋当番医

延方クリニック
566-1873

＋当番医

大久保診療所
562-2506

　　　消防防火祈願祭
　　　・防火パレード
◎特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（か）
＋当番医

船坂医院566-1285

＋当番医
仲沢医院
563-2003

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）
ふれあい　いきいき
☆健康サロン

子育て広場（中）

子育て広場（中）◎特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（か）
子育て広場（中）

子育て広場（図）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.7月生）

◎特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（か）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.4月生）

ポリオ（か）
（H24.8月31日以前生）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H23.12月生）

献血（午前：潮来税務
署/午後：潮来市役所）

子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H21.9月生）

ヘルスアップ教室
（潮・公）

ポリオ（か）
（H24.8月31日以前生）

子育て広場（中）

ストレッチ体操（い）

December

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

（高）…高齢者センター

天皇誕生日

＋当番医
牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）

＋当番医

常南医院
563-1101

１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.5月生）

振替休日

◎今月の納税は、市県民税の第４期分（12月26日納期日）・国民健康保険税の第６期分（12月26日納期日）・
　　　　　　　　介護保険料の第５期分（12月26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12
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あやめ よしきりポプラ

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。

人口のうごき 11月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,819世帯 （－ 0）15,014人14,779人 （－16）（－20）29,793人（－36）

「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

【ＰＣ・スマートフォンの場合】

①ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012のトップページ（http://www.yurugp.jp/index.php）
から、「投票ＩＤ」を登録し、あやめのページ

（http://www.yurugp.jp/entry_detail.php?id=306）
から投票してください。

【携帯電話（フィーチャーフォン）の場合】

右のＱＲコードを読み取るか、

「ゆるキャラ（Ｒ）グランプリ2012」

と検索し、「茨城県」＞「あやめ」を選択し、投票してください。

※別途通信料が発生します。

10

13

14
17

水郷いたこ大使・

潮来市ＰＲキャラクター

「あやめ」

最後まで

応援よろしくね！

～「あやめ」へあなたの一票をお願いいたします！～～「あやめ」へあなたの一票をお願いいたします！～

潮来味じまん！の店が
立ちならぶ

ドレスアップカーが勢揃い 味自慢！コンテスト投票者にも
豪華賞品や賞金が当たりました

吹奏楽部の演奏

大勢の人で賑わいました

投票は11月16日（金）まで投票は11月16日（金）まで

　田市長と
「あやめ」も参加！

ちっちゃな体で

パワフルな演技！


