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田市長と語る新春座談会

楡井　　久　氏

茨城大学名誉教授

 主な職歴
国際地質科学連合環境管理研究
委員会常任理事
京都大学防災研究所　客員教授
1996/04-1998/03
千葉県環境研究センター地質環
境研究室長　1990/04-2000/03

國生　剛治　氏

中央大学理工学部都市環境学科教授

 主な職歴
東京大学工学部非常勤講師（エネ
ルギー計画）（1987/01-1990/12）
土木学会地震工学委員会L2地震
液状化委員会委員長
1999/01-2002/12
地盤工学会副会長 2002/04-2003/03
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　平成24年12月９日（日）、中央公民館において、日の出地区幹線道路の液状化対策事業の市民説明会が

開催され、日の出地区を中心に約200名の市民が参加されました。

　今回の説明会は、11月30日に復興庁から復興交付金第４回配分として、約103億円の決定を受けたこと

に伴うものです。事業としては日の出地区の液状化対策事業の先行事業として、幹線道路３路線の液状化

対策事業と併せて、幹線道路２路線（一部区間を除く）の電線類の地中化事業等が認められました。

　本市ではこれまで、復興交付金「都市防災推進事業（市街地液状化対策事業）」を活用し、道路と宅地

との一体的な液状化対策を検討してまいりましたが、事業実施にあたっては、住民等の３分の２以上の同

意が必要などの条件があり、事業着工まで一定の期間を要する状況にあります。

　本市としましては、早期に液状化対策を実施し、日の出地区の安心安全を確保したいことから、液状化

対策事業の先行事業として、幹線道路３路線を復興交付金「道路事業」（市街地相互の接続道路等）」とし

て、電線類の地中化事業を含め交付金の対象事業としていただくよう国へ要望していました。同事業で

は、住民等の同意などの条件が必要ないため、早期の着工が可能になります。また、液状化対策と道路復

旧工事を一体的に行うことでコストの削減も図られます。

「日の出地区幹線道路の液状化対策事業」

市民説明会を開催しました

道路事業
　事 業 名　日の出地区幹線道路液状化対策事業

　事業内容　・幹線道路３路線（市道1-12、1-13、1-14号線）の地下水位低下工法（みずみちネット

ワーク）による液状化対策

　　　　　　・幹線道路２路線（市道1-12（一部区間除く）、1-13号線）の電線類地中化

　事 業 費（交付可能額）　8,933,500千円（6,923,462千円）

都市防災推進事業
　事 業 名　日の出地区市街地液状化対策事業

  事業内容　日の出地区全域（幹線道路３路線を除く）の地下水位低下工法（みずみちネットワー

ク）による液状化対策

  事 業 費（交付可能額）　4,508,800千円（3,381,600千円）

　※上記の２事業の事業費全額と、交付可能額との差額については、本市の持ち出しはなく国が全て

負担します。

※幹線道路３路線及び電線類地中化路線は、Ｐ６の図４参照

東日本大震災復興交付金第４回交付可能額（復興庁：11月30日付け）

液
状
化
対
策
説
明
会
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液状化発生の抑制に加え
　・災害時緊急避難路・輸送路が確保されま

す。→幹線道路の電線類の地中化

　・豪雨時の道路の冠水、宅地への浸水が排

除されます。→地下水・雨水排水施設の

整備

電線類の地中化

日の出地区の液状化対策を復興交付金の２事業で実施していきます。
　１．道路事業　→　幹線道路３路線を対象　※電線類の地中化含む（一部区間除）

　２．都市防災推進事業　→ 街区を対象

幹線道路の整備方針図
例）1-12号線 （標準断面） 震災直後 現　状

復興事業完成後のイメージ

★道路事業の実施により

液
状
化
対
策
説
明
会

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142



9

　人・農地プランは、地域の話合いの中で、中心となる経営体（担い手）の位置付け等を決めるものです。

　「潮来市　人・農地プラン」を策定したことにより、「農地の出し手」に対して支援事業【メリット１】が受けら

れます。またプランに位置付けされた「中心的経営体（担い手）」は支援事業【メリット２．３．４】が受けられま

す。　“離農を考える皆さん、ご検討下さい。

【メリット１　農地集積協力金】（農地の出し手を支援）

　経営転換協力金
　土地利用型農業からの経営転換やリタイヤする農業者などが、貸付により人・農地プランの「地域の中心となる

経営体（担い手）」に農地を提供する場合、面積に応じて協力金を交付します。

［交付単価］・0.5ヘクタール以下：30万円/戸　　・0.5ヘクタール超2.0ヘクタール以下：50万円/戸

　　　 　　 ・2.0ヘクタール超　：70万円/戸　　　　　　　　※遊休農地の保有者には交付されません

　分散錯圃解消協力金

「地域の中心となる経営体（担い手）」へ農地の連担化を協力する農家に協力金を交付します。

［交付単価］・5,000円/10アール

［メリット１の交付要件］　（経営転換協力金、分散錯圃解消協力金の共通事項）

　・農地利用集積円滑化団体（潮来市）に10年以上、自作地（交付対象者自らが、現に継続して耕作している農

地）を白紙委任すること（既に農作業受委託している農地は該当しません）

　・新規６年以上の利用権設定であること

　・農業者戸別所得補償制度に加入していること

　・市街化区域内の農地は該当しないこと

　※共通事項以外にも、事業ごとに指定要件の違いがありますのでご相談ください。

【メリット２　青年就農給付金支援】（新規就農者を支援）

［主な支給要件］

　45歳未満の新規就農者で、独立・自営で５年後には農業や関連事業で生計が成立つ「経営開始計画」を立て、そ

の計画が承認された場合に年間150万円、最長５年間支給します。

　・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族（３親等内）以外か

らの貸借が主である（農作業受託は含まない）

　・主な機械、施設を給付対象者が所有又は借りている

　・生産物等を給付対象者名義で出荷・取引し、また売上げや経費などの経営収支を給付対象者名義の通帳及び帳

簿で管理している

【メリット３　スーパーＬ資金金利負担軽減措置】
　人・農地プランに位置づけられた認定農業者が借入れるスーパーＬ資金は、５年間無利子となります。

【メリット４　規模拡大加算の面的要件の緩和】（農地の受け手を支援）
　農地利用集積円滑化団体（潮来市）が農地の所有者（出し手）から貸付の白紙委任（10年以上）を受け、面的に

まとめて農業者戸別所得補償制度に加入する農業者（受け手）に新規利用権設定（６年以上）をした場合、その面

積に応じて規模拡大加算金が交付されます。

［交付単価］・２万円/10アール

［交付要件］・集積対象者が使用収益権に基づき、耕作する２筆以上の農地がまとまりを構成するもの。

　◎「白紙委任をすると、農地が取られてしまう」とお考えの方はいませんか？

　　・・・「そのような事は決してありません！」

　潮来市（農地利用集積円滑化団体）が行う白紙委任とは、農地の所有者（出し手）と担い手（農地の受け手）と

の仲介（所有者からの代理事業）を行い、農地を面的に集積するよう調整をするものです。

　「農地が他人に渡るということは決してありませんので、ご心配はいりません!!」

※各事業交付要件の詳細については、「広報いたこ９月号」に掲載しています。市ホームページもご覧ください。

お問合せ　潮来市　農政課　TEL.６３－１１１１　内線２６４

「潮来市 人・農地プラン（市内全域）」の策定完了による各種支援事業を受付中！」

『 地を貸したいと考えている方、
　　　 今がチャンスです。ご相談ください！』

『農地を貸したいと考えている方、
　　　 今がチャンスです。ご相談ください！』

広報いたこ 2013
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○利子補給対象者：

　　東日本大震災により「り災の判定を受けた自己居

住用住宅の補修等」のため金融機関から資金融資を

受けた方

　　①全壊・大規模半壊・半壊（但し、住宅を解体し

た、もしくは解体する方は対象外）

　　②一部損壊

○利子補給期間：借入から５年間

○借入対象期間：平成23年３月11日から

　　　　　　　　平成26年３月まで

○申請期間    ：平成26年３月31日まで

○利子補給率  ：利子２％又は融資利率のいずれか低

い率に相当する額

申請先及びお問合せ先　潮来市　都市計画課　TEL.６３－１１１１　内線３４６～３４７

被災住宅復興支援事業（利子補給）をご利用ください

区　分 利子補給対象　
融資限度額

年間利子補給限度額
（２%） 利子補給期間

住宅復旧（補修・建設・購入） 6,400千円 １２８千円 借入金に係る利子の支払い開始

日から５年以内。ただし、無利

子期間又は利子支払い猶予期間

等がある場合には、当該期間も

含め５年以内とする。

宅地復旧 3,900千円 ７８千円

住宅復旧＋宅地復旧
（※宅地復旧工事を伴う場合）

10,300千円 ２０６千円

①利子補給金交付申請書（様式第１号）

②個人情報確認同意書（様式第２号）

③住宅復興資金に係る金銭消費貸借契約書の写し

④住宅復興資金の償還表（返済予定表）の写し

⑤工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

⑥り災証明書：税務課発行

⑦納税証明書（市税に未納がないこと）：税務課発行

⑧固定資産税土地・家屋課税明細書：毎年税務課か

ら郵送

⑨住民票謄本：市民課発行

⑩戸籍謄本（※親族が借入した場合）：市民課発行

※⑨⑩については、②の提出があれば不要。

　ただし市内に本籍・住民票があること。

○申請に必要な書類：都市計画課もしくは潮来市ホームページ掲載

　被災者が民間金融機関等からの借入金を利用して自己居住用住宅の補修等を行う場合の負担軽減を図る制

度「被災住宅復興支援事業（利子補給）」を引き続きご利用ください。

「被災住宅復興支援事業（利子補給）」の概要

○利子補給表

※宅地復旧工事とは、液状化被害の対応工事(地盤改良、アースドレーン工法等)、擁壁復旧工事

　昭和55年２月から

平成4年2月まで３期

12年間の永きにわた

り、潮来町議会議員

として在職し、円満

なる議会運営と活力

あるまちづくりのた

め、地域住民に密着

した町政運営に努力

された功績が認めら

れました。

　昭和51年２月から

昭和63年２月まで３

期12年間の永きにわ

たり、潮来町議会議

員として在職し、民

主的かつ効率的な議

会運営に努めなが

ら、魅力あるまちづ

くりの実現を目指

し、努力された功績

が認められました。 小林　貢　さん山澤　登　さん

ご受章おめでとうございます叙 勲
旭日単光章旭日単光章
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ポイント

　１年間の医療費（病院での窓口負担など）が

高額になったときに市県民税の申告により医療

費控除ができます。生活を一つにしている家族

のために支払った医療費は合算することができます。医療費控除の目安となる金額は10万円を超える医療

費ですが、申告する方の所得が200万円以下の場合は所得の５％の金額が目安となります。

　　　の！

　知ってトクする

　平成24年分の確定申告の相談及び申告書の受付等につきましては、以下のとおりとなります。潮来税務署では

申告相談会場を１月22日（火）から４月１日（月）まで設置（土、日曜日を除きます。）しておりますので、お

早めのお手続をお願いいたします。

　なお、申告相談時間は午前９時から午後５時までですが、受付時間は午前８時30分から午後４時までとなりま

す。混雑状況によっては受付を早めに締め切る場合がありますのでご了承ください。

　また、平日（月～金曜日）以外でも、２月24日と３月３日の日曜日に限り、電話での申告相談を行います。

　この２日間は潮来税務署では確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の受付及び納付相談等の業務を

行っておりませんので、ご注意願います。

１　所得税の確定申告について

　　　　平成24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、２月18日（月）から同年３月15日（金）ま

でとなります。

　　　　なお、還付申告については平成25年２月15日（金）以前でも、相談及び申告書の受付を行っております。

　　○東日本大震災により被災された方の所得税の軽減等の措置について

　　　　　東日本大震災により被災された方で、平成24年中に修繕費用などを支出した場合には、所得税の軽減

等の措置を受けることができる場合があります。

　　　　　また、震災により住宅や家財などに被害を受けた方で、まだ雑損控除の手続がお済でない方は、平成

23年分の所得税の軽減等の措置を受けることができる場合があります。

　　○公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度について

　　　　　平成23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公

的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありませ

ん。

　　　　※　所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、

潮来税務署にお問い合わせください。

２　消費税及び地方消費税の確定申告について

　　　　個人事業者の方の平成24年分消費税及び地方消費税の申告期限については、４月１日（月）までとなり

ます。

　　　　なお、平成24年分において消費税及び地方消費税の申告が必要となるのは、平成22年分の課税売上高が

１千万円を超える場合、または、平成23年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

場合となります。

３　贈与税の申告について

　　　　平成24年分の贈与税の申告の相談及び申告書の提出は、２月１日（金）から３月15日（金）までとなり

ます。

　平成24年分の確定申告につきましては、震災に伴う所得税の軽減措置に係る手続等のため、例年以上に申告相

談会場等が混雑するものと予想されますので、早期にお手続いただきますようお願いいたします。

お問合せ　潮来税務署　TEL.６６－６９３１

申告相談のお知らせ

医療費控除について ワン

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142
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　潮来市では11月28日

（水）、市内の不動産

の公売を実施しまし

た。今回、公売にかけ

た件数は３件。内２件

が、計3,052,000円で

落札となりました。

この公売で得られたお

金は、法律に定められ

たとおり、まず滞納処

分費（公売にあたり不

動産鑑定等公売に要し

た経費で、滞納者が負

担することになりま

す。）に充て、その後税金（督促手数料、延滞金含む）に充当したことによ

り、この２件は滞納金等が「完納」となりました。

　このように滞納をすると、市では滞納者の方の財産を差押し、その後公売

という行政処分をすることになります。

　市では税負担の公平・公正を守るため、今後も差押・公売を強力に進めて

行きます。差押・公売となると、納期内に納付していれば本来必要なかっ

た、督促手数料、延滞金、滞納処分費まで負担しなければなりません。必ず

納期内に納めましょう。

　理由があって、どうしても納期内に納められない方に対しましては、分納

して納めて行くなど、相

談に乗ることができま

す。そういう場合は、早

めに税務課収税グループ

に相談してください。

※税金等の納付は銀行引

落しが便利です。

※今回売れなかった案件

は、次回の公売（日時

未定）で、再度公売に

かけられる予定です。

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

《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

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142
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潮来市ヘルスランドさくら
お風呂と運動で、今年も一年健康にすごしましょう

今年１年の市民の皆さまの健康を祈念しまして、「特別ご優待券」を発行致します。
下部券を切り取り、当館受付にお持ちいただきますと、平日のみ通常利用料より１００円割引き致します。
どうぞ、ご利用下さい。（通常利用料大人５００円、７０歳以上２００円、中・高校生２００円、小学生以下無料）

潮来市ヘルスランドさくら

ご優待券（市内在住者に限る）

平日（火～金）のみ１００円割引
（１枚２名まで　平成２５年２月１５日まで有効）

回数券使用不可。当日券入場者のみ有効。

潮来市島須1258　TEL.0299-64-5858　月曜休館

お問合せ　潮来市　市民福祉課　TEL.６３-１１１１　内線３９３

特別児童扶養手当
　支給対象：身体・知的または精神に一定の障害があ

る20歳未満の児童を養育している父母
か、父母に代わって児童を養育している
人。ただし、対象児童が次の事項に当て
はまる場合は、手当は支給されません。

　　○障害を事由とする公的年金給付を受けることが
できる場合。

　　○児童福祉施設等に入所している場合など
　支給額（月額）　平成24年４月より
　　○１級の場合　50,400円
　　○２級の場合　33,570円
　　　※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、

手当は支給されません。
　支給月：原則として、毎年４月・８月・11月にそれ

ぞれの前月までが支給されます。

特別障害者手当
　支給対象：身体または精神に著しく重度の障害があ

るため、日常生活で常時特別の介護を必
要とする程度の障害の状態にある20歳以
上の人。ただし、対象者が次の事項に当
てはまる場合は、手当は支給されません。

　　○障害者施設、特別養護老人ホームなどに入所し
ている場合

　　○病院に継続して３ヶ月を超えて入院している場
合など

　支給額（月額）　平成24年４月より
　　○26,260円
　　　※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、

手当は支給されません。
　支給月：原則として、毎年２月・５月・８月・11月

にそれぞれの前月までが支給されます。

障害児福祉手当
　支給対象：身体または精神に重度の障害があるため、日常生活で常時介護を必要とする程度の障害の状態にあ

る20歳未満の児童。ただし、対象児童が次の事項に当てはまる場合は、手当は支給されません。
　　○障害を事由とする公的年金給付を受けることができる場合。
　　○児童福祉施設等に入所している場合など
　支給額（月額）　平成24年４月より
　　○14,280円
　　　※支給対象者等の所得が一定額以上の場合は、手当は支給されません。
　支給月：原則として、毎年２月・５月・８月・11月にそれぞれの前月までが支給されます。

＊入れ墨、ボディアート（タトゥー・ペイント・シールなど）のある方のご利用は固くお断りしております。入場後に判明した

　場合は即刻警察署へ通報致します。飲酒の方はご利用出来ません。トレーニング室は上履運動靴と運動着が必要です。

切り取り線

潮来市ヘルスランドさくら

ご優待券（市内在住者に限る）

平日（火～金）のみ１００円割引
（１枚２名まで　平成２５年２月１５日まで有効）

回数券使用不可。当日券入場者のみ有効。

潮来市島須1258　TEL.0299-64-5858　月曜休館

切り取り線

内湯・露天風呂
冬は露天が気持ちいい！

ドライサウナ
汗を流しましょう

トレーニング室（16才以上）
器機充実

大広間
カラオケ１曲１００円

体も心も

ポッカポカ！ 潮来市ヘルスランドさくら

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　11月９日（金）、潮来・地域防犯パトロール協力会（内田正雄会長）の皆

さんが、 田市長を表敬訪問し、地域安全ボランティア団体として、茨城

県警察と（公財）茨城県防犯協会から表彰されたことを報告されました。

　日頃から、自主防犯パトロールや、子どもたちの見守りなどの地域安全

活動を推進し安心安全なまちづくりに多大な貢献をされたことが、今回の

受賞につながりました。

　今後とも、地域の安心・安全のため、ご尽力くださることをご期待いた

します。

みんなでつくろう　安心の街

　11月10日（水）、潮来第二中学校において、

創立50周年記念式典及び文化祭が行われまし

た。当校は、昭和37年４月に潮来町立延方中

学校と同大生原中学校が統合して開校。その

意義深い50年の歴史を振り返った式典当日

は、生徒や地域の方々が参加し、50年の歩み

を祝福しました。また、生徒代表３名の作文発表や、８名の生徒による「未来への提言～よりよい潮来市にするために

～」と題したパネルディスカッションが行われました。

潮来第二中学校創立50周年

　12月１日（土）、中央公民館において、ファミリー

サポートセンター主催のバルーンアート教室が開か

れ、利用会員や協力会員合わせて約50名が参加しま

した。ボランティア指導員の佐藤友美乃先生のわか

りやすい説明により、参加した子どもたちや保護者

の皆さんは、お花や犬など、たくさんのバルーン

アートを作って楽しみました。また、サンタクロー

スも現れ、一人ひとりにプレゼントが手渡しされま

した。思い出のひとときとなったことでしょう。

※ファミリーサポートセンターとは…子育ての手助けを受けたい人（利用会

員）と子育ての手助けを行いたい人（協力会員）が登録し、一時的にお子さ

んをお預かりする活動です。子育て支援にかかわる地域の助け合いで、セン

ターはその橋渡しをしています。

ファミサポバルーンアート教室

《広　告》

広報いたこ 2013
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City News Flash

　11月14日（水）、

ショッピングセン

ターアイモアにお

いて、潮来市菊の

会連合会主催の潮

来市菊花展示会　

表彰式が行われま

し た。展 示 会 で

は、色とりどりの

菊、約250 鉢がそ

の美しさを競い、アイモアに訪れた多くの市民の目を楽しませてくれました。

　その出品作品の中から、競技花（厚もの・管もの・実用菊）、一般盆養（厚もの・管もの）、切り花（厚もの・

管もの）、盆栽（石付・木付、平植）、だるま３本立（厚もの）、福助、江戸菊の12部門で競われ、97作品が入選

しました。

第45回　潮来市菊花展示会　表彰式

　11月15日（木）、大好きい

ばらき県民運動表彰式が行わ

れ、第40回花と緑の環境美化

コンクールにおいては、延方

生活学校が茨城県知事賞、潮

来市シルバー緑化推進委員会

は茨城県教育委員会教育長賞

を受賞され、 田市長に報告

されました。潮来市シルバー

緑化推進委員会の皆さんは、

主にショッピングセンターア

イモア前の県道沿いにフラワーロードの植え替えを行っており、市民はもとより、あやめまつりの時期には観光

客も楽しませていただいております。

　また、延方生活学校の皆さんは、ＪＲ延方駅前ロータリーにおいて春と秋の２回、計2,500本の花を育ててお

り、子どもたちの登下校時の見守りなども行っておられます。

　ご受賞おめでとうございます。

　また、20日（火）には、鹿行地区生活学校研究集会が延方公民館にて開かれ、「食と農を通したエコライフ運

動・地域に根ざした活動」のテーマのもと「もったいない運動」として廃棄されている食材について見直すため

の講演やワークショップなどを行い、エコ生活を見直す機会として市民と理解を深める場となりました。

延方生活学校と潮来市シルバー緑化推進委員会

《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　告》

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　11月21日（水）、麻生保護区更生保護女性会の山澤三千子会

長、茂木フミ子副会長が市長室を訪れ、山澤会長は法務大臣か

ら、茂木副会長は茨城県知事からそれぞれ感謝状が贈られたこ

とを報告されました。多年にわたる犯罪・非行防止活動や更生

保護施設への訪問援助・ボランティア活動等へのご尽力が認め

られたということです。おめでとうございます。

　さらには、会員の皆さんから集まった愛の募金を更生保護関

連施設へ寄付していただきました。ありがとうございました。

麻生保護区更生保護女性会から愛の募金

　12月13日（木）、ＪＲ東日本事業「駅からハイキ

ング」（６月に行われる潮来駅からの水郷路ハイキ

ング）等への協力功績ということで、ＪＲ鹿島神宮

駅の西山和弘駅長らから、潮来市に対し感謝状をい

ただきました。本市においても、この事業により、

多くのお客様にお越しいただき、水郷潮来あやめま

つりが大いに賑わいを見せたところです。

ＪＲ東日本千葉支社長から感謝状

　12月５日（水）、かすみの郷運動公園において「第２回議

長杯グラウンドゴルフ大会」（潮来市高齢者クラブ連合会主

催：個人戦）が開催され、409名の参加者が日頃の成果を競

い合いました。当日は好天にも恵まれ、参加者の皆さんが楽

しそうにプレーされている姿が大変印象的でした。

　また、ホールインワンが164回（135名）達成される非常

にハイレベルな戦いとなり、普段以上に白熱した大会となり

ました。

　大会の結果は次のとおりです。

　　優　勝　 土　子　邦　男（将監あすなろクラブ）

　　準優勝　 粉名内　み　ち（古高長寿会）

　　第三位　 前　野　時　雄（江寺江楽会）

第２回　潮来市議長杯
　　グラウンドゴルフ大会

写真中央左から前野さん、土子さん、粉名内さん

広報いたこ 2013
１月号 Vol.142
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City News Flash

　10月９日（火）、株式会社　モンテローザ（代表取締役　大神 輝

博 氏）から、潮来市の震災復旧・復興のためにと、多額のご寄付を

いただきました。翌月１日（木）、大神社長へ感謝状を贈呈させて

いただきました。いただいたご寄付は有効に活用させていただきま

す。ありがとうございました。

ご寄付をありがとうございました

　12月４日（火）～11日（火）にかけ

て、水郷いたこ大使の「あやめ」が、応援

してくれた子どもたちにお礼をしたいと

いうことで、市内６つの小学校を訪問し

ました。９月15日から11月16日まで行わ

れた「ゆるキャラ（R）グランプリ2012」

において、茨城県14キャラクター中第１

位、全国865キャラクター中第20位となれた報告とお礼に、お昼休みの教室や校庭に出向き子どもたちとふれあい

ました。児童たちは、あやめの周りに駆け寄り、握手をしたり抱きついたりと、満面の笑みを浮かべていました。

応援ありがとう！あやめ大人気

　12月15日（土）・16日（日）の２日間、道の

駅いたこにおいて水郷いたこ大使「あやめ」応

援ありがとうセールが実施され、道の駅に訪れ

た多くの買い物客や小さなお友達と交流しまし

た。また、ゆるキャラ（R）グランプリ2012にお

いて、県内で１位、全国20位となったことを記

念し、限定「120」個で販売された「あやめス

トラップ＆虹どら」のセットは、両日とも完売

しました。また、15日にダイナミックなブラス

バンド演奏を披露してくれた潮来第二中学校吹

奏楽部のメンバーは、演奏が終わるとあやめと

一緒に水郷直販委員会の皆さんが準備してくれ

たお雑煮をほおばり、温かく柔らかなつきたて

のおもちに、笑顔がこぼれていました。

道の駅いたこで応援ありがとうキャンペーンに参加！

「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》《広　告》
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１月号 Vol.142



図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

２月３日（日）午後２時～２時30分
節分（せつぶん）のおはなし

図書館のおにいさん、おねえさん

２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）
うしぼりおはなしの会

２月９日（土）午後２時～２時30分
「雪（ゆき）」のおはなし

図書館友の会

２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

２月23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

今月の本棚（２月）

　大人になってから何かを始めるのは、躊躇してしまいがち。でも、興味のあ

ることに取り組むのは、とっても楽しいことです。今回は習い事の特集をしま

す。大人の習い事とありますが、お子さんと一緒に習い事を始めてみるのもい

いと思います。公民館の講座の紹介もしますので、ぜひご覧ください。

特集　「大人の手習い帖」

 ２月の図書館カレンダー 　※休館日は、２月20日（水）館内整理日となります。

　自分のおすすめ本を紹介する「こんなほんをよんだよ」を、図書館で
は随時募集し、掲示しています。今回の児童特集は、これまで「こんな
ほんをよんだよ」で紹介された本を集めました。絵本から読み物まで、
様々な本がおすすめされています。
※「こんなほんをよんだよ」は、図書館を利用する子どもなら誰でも応募

できます。

「みんながえらんだ本」児 童 特 集 （２月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

２月16日（土） 13：30～ くまのおいしゃさん － 子ども向け

２月17日（日） 13：30～
インディ・ジョーンズ　
クリスタルスカルの謎

ハリソン・フォード／
ケイト・ブランシェット／出演

一般向け

◎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◎
（２月）
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　ライフタイルに応じて“無理なく”“自分のペースで”働く「ゆる起

業」が注目されています。どんな魅力があるのか、実践するためのポイン

トなど、お得情報満載です。

　日　時　平成25年２月８日（金）10時～16時

　会　場　市立図書館２階集会室

　講　師　山根義信（株式会社ウェルネット代表取締役）

　募　集　無料、40名程度（どなたでも参加できます）

　申込先　潮来市商工会（潮来市牛堀17、TEL：0299-80-3831）

　潮来市立図書館では、中小企業診断士、潮来市商工会、潮来市観光商工

課と連携し、毎月第４日曜日に「起業・経営“無料”相談会」を実施して

います。「ゆる起業セミナー」受講後も継続して相談することができます。

　12月から市立図書館のホームページ内にこどものページが新たに誕生しました。

　こどものページでは、図書館がこれまでに紹介してきたたくさんの絵本や読み物の案内

をしています。本を探しているお母さん・お父さんにも嬉しいテーマ別の案内もたくさん

用意しています。こども向けのイベントや学習に役立つ本や調べ方の案内もどんどん追加していきます。

内　容　読書履歴を記録するための、読書記録

ノートを作りましょう。針と糸で綴じる

だけで、レトロな和綴じ本が完成します。

日　時　平成25年２月10日（日）午後２時～４時30分

場　所　市立図書館２階　集会室

募　集　中学生～　10名程度

参加費　１人500円（材料代など）

持ち物　なし

申込み方法　図書館カウンター、または電話、

　　　　　　FAXで受付いたします。（メール不可）

イベントのお知らせ

図書館からのお知らせ

内　容　医療費削減に役立つ医薬品として注目されている

ジェネリック医薬品とはどういう薬なのか？安心・安全

に利用するためにはどうしたらよいのか？などの基本的

な知識と利用までの手続について学んでみましょう！

日　時　平成25年１月27日（日）13：30～15：30

講　師　茨城県薬剤師会　橋本博幸先生

募　集　30名程度

参加費　無　料

申込先　潮来市立図書館

　　　　（TEL：0299-80-3311、FAX：0299-64-5880）

広報いたこ 2013
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「ホームページにこどものページができました！」

「中小企業診断士が伝授！ゆる起業セミナー」 「自分だけ読書記録ノートを
　作ってみよう」

お薬講座　はじめてのジェネリック医薬品



2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

6

13

20

27

5

12

19

26

7

14

21

28

1

8

15

22

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

牛堀整形外科
564-2888

３世代交流輪投げ大会
（かすみの郷公園）

＋当番医

仲沢医院563-2003

＋当番医

延方クリニック
566-1873

子育て広場（中）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
こころの健康セミナー
（か）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.9月生）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H24.2月生）

子育て広場（中）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）

子育て広場（図）

子育て広場（図）子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H21.11月生）

子育て広場（図）
ヘルスアップ教室
（延・公）

建国記念の日

子育て広場（中） 子育て広場（中）

１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.7月生）

ストレッチ体操（い）

February

のカレンダー月

● 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
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.6月生）

 

 

 

74

19

2

＋当番医

大久保診療所
562-2506

◎今月の納税は、国民健康保険税の第８期分（２月28日納期日）・
　　　　　　　　下水道事業受益者負担金の第４期分（２月28日納期日）・
　　　　　　　　介護保険料の第６期分（２月28日納期日）です。
　　　　　　　　《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

＋当番医

飯島内科566-0280

潮来あやめ寄席
（潮・公）

子育て広場（中）
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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 １月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,817世帯 （－ 1）15,002人14,762人 （－12）（－12）29,764人（－24）

「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


