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　潮来市職員の給与は、地方公務員法に基づいて潮来市職員の給与に関する条例で

定められており、すべて議会の審議を経て決められています。市民のみなさんのご

理解をいただくため、人件費や人員、給与水準等をお知らせします。

　なお、詳細な内容は、後日、市ホームページでお知らせする予定です。

人件費の状況（普通会計決算）

区　分 住民基本台帳人口 歳出額Ａ 実質収支 人件費Ｂ 人件費率Ｂ/Ａ

平成23年度
２９，８５４人

平成24年3月31日現在
143億8,114万円 11億5,421万円 21億2,508万円 14.8％

（注）１ 人件費とは、一般職員の給与（給料及び手当）、退職手当、共済組合負担金、特別職の給与、報酬などをいいます。

　　　２ 普通会計とは、どの市町村にも共通する行政の会計をまとめたものです。

　　　３ 実質収支（当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額）＝歳入総額－（歳出総額＋翌年度へ繰り越すべき財源）

職員給与費の状況（普通会計予算）

区　分 職　員　数 給　　　与　　　費

平成24年度 ２１４人
給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計

8億7,748万円 1億　260万円 3億1,894万円 12億9,902万円

一般行政職の級別職員数の状況（平成24年4月1日現在）

（注）１ 職員数は、普通会計予算のみの人数のため、全体数（241人）より27人少なくなっています。

　　　２ 給与費は平成24年度に当初予算に計上された額です。

　　　３ 職員手当には退職手当を含みません。

職員の平均給料月額及び平均年齢の状況
（平成24年4月1日現在）

職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成24年4月1日現在）

区　　分
経　験　年　数

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

一般

行政職

大学卒 285,800円 321,700円 365,900円

高校卒 254,200円 287,100円 327,800円

潮来市職員の給与を公表します

職員手当の状況（平成24年度）

期末手当 勤勉手当

 6月期 1.225月分 0.675月分

12月期 1.375月分 0.675月分

計 2.60月分 1.35月分

区　分 内　　　　容

扶養手当
他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている扶養
親族のある職員に支給

住居手当 借家　最高27,000円支給

通勤手当 自動車などを利用して通勤している職員に支給

退職手当
茨城県市町村総合事務組合(県内市町村で構成)の退職手当
条例の規定に基づき、給料、勤務年数に応じて支給

職員の初任給の状況（平成24年4月1日現在）

区　　分 初 任 給

一般行政職
大 学 卒 178,800円

高 校 卒 144,500円

区　分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職 339,900円 44.3歳

技能労務職 317,000円 51.3歳

※一般行政職とは、国家公務員等と給与の比較を行う際に
分類する専門職などの一定の職種（税務職、看護・保健
職、福祉職、企業職、教育職等）を除いた、一般的な事
務職員です。

※技能労務職とは、道路工務員等の労務を行う職員です。
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特別職等の報酬等の状況
（平成24年4月1日現在）

区　　分 給料月額等

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

784,000円

608,000円

550,000円

議　　長

副 議 長

議　　員

294,300円

251,100円

233,100円

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部　　門
職　員　数 （人）

平成23年 平成24年 増減数

議　　会
総務企画
税　　務
民　　生
衛　　生
農林水産
商　　工
土　　木

3
52
20
39
26
13
9
22

3
43
20
38
24
13
6
23

－
△ 9
－

△ 1
△ 2
－

△ 3
1

小　　計 １８４ １７０ △14

教　　育 40 38 △ 2

小　　計 40 38 △ 2

 
 

水　　道
下 水 道
そ の 他

7
7
13

8
11
14

1
4
1

小　　計 27 33 6

合　　計 ２５１ ２４１ △10

（地方公共団体定員管理調査より）

お問合せ　潮来市　人事財政課　TEL.６３－１１１１　内線２２１

区　　分 支給割合

 
 

 

市　　長

副 市 長

教 育 長

議　　長

副 議 長

議　　員

年間2.95月分

　12日23日付で黒須一則さんにかわり橋本美江さんが就任しました。橋本美

江さんは延方西在住で任期は４年となります。

　また、前任者である黒須一則さんの１期４年にわたるご活躍に対し、厚く

御礼申し上げます。

～　橋 本 美 江 さ ん 就 任　～

　一人一人が生き生きと暮らせるまちづくり

の一端を担う重要な職務に就くことになりま

した。

　教職38年の経験を十分に活かして、より良

い教育行政の推進のため貢献いたします。

　関係各位の皆さまのご指導ご助言をいただ

きながら日々精進していく所存です。

  どうぞよろしくお願いいたします。

橋本美江新委員のあいさつ

潮来市教育委員会委員潮来市教育委員会委員
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税
ポイント

　これらの税金には、いつの時点で課税されるかという日にちが決まっています。市県民税（住民税）

の賦課期日は１月１日ですので、１月１日に住んでいた市町村に納税する必要があります。

　固定資産税は１月１日現在で不動産等を所有している方、軽自動車税は４月１日現在で軽自動車（原

動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、２輪の小型自動車）を所有している方に課税されます。

　また、軽自動車税には月割制度がありません。４月１日に所有していれば、翌日に廃車していても、

その年度は納税する必要があります。

　　　の！

　知ってトクする

市県民税、固定資産税、
軽自動車税の賦課期日に
ついて

ワン

　軽自動車税は、毎年４月１日現在の軽自動車等の所有者（割賦購入の場合は使用者）に課税されま

す。４月２日以降に廃車の手続きをされても、その年度の税金は納めていただくことになります。

　なお軽自動車税には、自動車税とは異なり月割課税がありませんので、年度途中で名義変更などを

しても、税金は戻りません。

　申告について

　軽自動車税は申告に基づいて課税します。軽自動車等を購入などで取得したり、譲渡や廃車をした

場合、または定置場、住所を変更した場合はただちに申告してください。

　申告手続きをしないと、軽自動車税がいつまでも登録名義人に課税されたり、納税通知書が届かな

かったり、思いもよらないトラブルに巻き込まれてしまう危険性もありますので、必ず手続きをお願

いします。

車　種 手続き場所

潮来市ナンバー
・原動機付自転車（125cc以下）
・ミニカー（50cc以下）
・小型特殊自動車（農耕用トラクターなど）

潮来市役所　税務課
TEL.0299-63-1111、内線132・133

水戸ナンバー
125ccを超える二輪車

（財）関東陸運振興財団茨城支部
TEL.029-247-5854

水戸ナンバー
軽自動車（三輪・四輪）

軽自動車検査協会茨城事務所
TEL.029-293-9669

　ナンバープレート （潮来市ナンバーの場合）

　紛失等によりナンバープレートを返却できない場合は、潮来市税条例第91条第８項の規定に基づ

き、標識弁償として200円をご負担いただきます。（平成21年４月より）

　なお、盗難で警察に届出している場合は、盗難届出年月日、届出警察署名、受理番号をお知らせい

ただければ、弁償金は不要となります。

お問合せ　潮来市 税務課　TEL.６３－１１１１　内線１３２・１３３

軽自動車税について＞＞ ＜＜
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お問合せ　潮来市　かすみ保健福祉センター　TEL.６４－５２４０

　鹿島労災病院では、４月より関連大学からの医師派遣が見込めなくなったため、外科・整形外科・神

経内科については大幅な縮小となります。このため、現在通院中の患者さんには誠に申し訳ございませ

んが、他の医療機関へ紹介させていただくことになります。何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

　また、手術・入院についても、大幅に制限する予定となっております。 

　今後も引続き医師の確保に全力で取り組んで参りますが、当面の間は診療体制を縮小することになり

ますのでご承知おきください。 

　○現時点での４月からの体制見込（予定ですので変更の場合があります。）

外来診療 入院診療

外　　科 未　 定 休　 止

整形外科 週２日程度（派遣医師） 休　 止

神経内科 未　定 休　 止

お問合せ　労働者健康福祉機構　鹿島労災病院　　TEL.０４７９－４８－４１１１

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号

飯島内科 0299-66-0280 なめがた地域総合病院 0299-56-0600

大久保診療所 0299-62-2506 たるいこどもクリニック 0299-77-9911

仲沢医院 0299-63-2003 葉山産婦人科医院 0299-83-1515

延方クリニック 0299-66-1873 白十字総合病院 0299-92-3311

朝倉診療所 0299-72-0036 神栖済生会病院 0299-97-2111

つばさクリニック 0299-72-2830 島崎医院 0478-55-1221

三笠小児クリニック 0299-83-3555

鹿島労災病院診療縮小のお知らせ

まだお済みでない方は、３月３１日までに接種を受けましょう！

期限を過ぎますと公費負担が受けられなくなります。

※以下の対象者の方は、平成25年３月31日を過ぎると、予防接種を行う場合、自費で受けていただくよ

うになります。

　◎対象者
　　 ２期・・・（６歳児）　　　　　　平成18年４月２日生～平成19年４月１日生

　　 ３期・・・（中学校１年生）　　　平成11年４月２日生～平成12年４月１日生

　　 ４期・・・（高校３年生相当者）　平成６年４月２日生～平成７年４月１日生

　◎接種が受けられる市内及び市外医療機関

　　　　　　　 （麻しん・風しん）混合ワクチンの
予防接種はお済みですか？



　12月23日付で佐藤文男さんが就任しました。

任期は３年です。

　固定資産評価審査委員会は、３名の委員で構

成され、固定資産

評価額に対して不

服申告があった場

合に、中立的・専

門的な立場から不

服の内容について

審査を行います。

佐藤文男さん　潮来市固定資産評価
審査委員会委員に就任

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

　12月21日（金）、潮来市シルバー人材センターの今地

理事長・会員の関口氏・久保木事務局長が市長室を訪

れ、わらで作られた「宝船」やしめ飾りなどを寄贈され

ました。市役所の玄関飾りとして飾られたほか、茨城県

知事へも寄贈させていただきました。ありがとうござい

ました。

「宝船」シルバー人材センターから寄贈

　12月21日（金）、毎年恒例となっている年末県

下一斉街頭活動の先がけとして、中央公民館にお

いて出発式が行われました。年末年始に多発する

空き巣や火災などに注意を呼びかけるため、潮来

市防犯連絡会、潮来・行方セーフティ・マイ・タ

ウン・チーム、民間交番・日の出防犯センター、

行方地区防犯協会女性部、行方地区少年指導委員

連絡会、潮来市消防団、行方警察署の皆さんが参

加し、開催されました。

年末県下一斉街頭活動
－防犯パトロールで犯罪を抑止！－

　平成25年１月１日付で植崎明夫さん、後藤博子

さん、萩原正吉さん、前島操さん、久保木裕さん

が就任しました。任期は２年となります。

潮来市公文書開示審査会委員に５名が就任

左から後藤博子さん、萩原正吉さん、 田市長、

　　　前島　操さん、久保木裕さん
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　12月26日（水）、開花亭（富士屋ホテル別館）におい

て「震災復興祈念　高齢者のつどい」（主催：潮来市高

齢者クラブ連合会）が開催され、会員等550名以上の

方々が参加しました。今回の催しは、全国の高齢者ク

ラブ連合から潮来市高齢者クラブ連合会に寄せられた

「東日本大震災救援拠金」を活用し、行われました。

　当日は会員有志による、カラオケ、詩吟、踊り、手

品などさまざまな芸能発表が行われ、参加者を楽しま

せました。

　大会長である飯田富美男連合会長に

お話を伺ったところ「全国の高齢者ク

ラブ連合会から寄せられた救援拠金を

活用し、今回のつどいを無事に開催す

ることができました。全国の連合会会

員の皆様に感謝するとともに、今後も

会員一同、明るく活力ある長寿社会を

目指し、また復興への決意を高齢者ク

ラブ連合会から発信していきたい。」

と力強く話されていました。

震災復興祈念 高齢者のつどい　開催

　12月28日（金）、平成24年度水郷潮来あやめ娘の関口さおりさんが 田市

長を訪れ、自身が描いた作品を寄贈されました。

　関口さんは現在、女子美術大学の大学院生で日本画を専攻しています。今

年度のあやめ娘として活動しながら、あやめまつり期間中触れ合ってきた

「あやめ」を描き、作品の制作活動を続けてきました。

　また、絵画個展『関口さおり展』が下記のとおり開催されることとなりま

した。個展には、前川あやめ園に咲くあやめを描いた作品も展示されます。

日　時：２月25日（月）～３月２日（土）

　　　　午後０時30分～７時（最終日は午後５時まで）

場　所：Gallery銀座フォレスト（東京都中央区銀座1-9-8　奥野ビル507）

水郷潮来あやめ娘　関口さんから「あやめ」絵画寄贈

　12月28日（金）、第16回全日本女子ユースサッカー選手権（１

月４日～７日・大阪府堺市）に出場する市内在住の鬼沢翠さん

（潮来第一中学校１年）と方波見真代さん（麻生高等学校２年）

が、 田市長を表敬訪問しました。

　両選手の所属する「KASHIMA－LSC」（カシマレディースサッ

カークラブ）は、浦和レッドダイヤモンズ、ジェフユナイテッド

市原・千葉レディースなど強豪が揃う関東予選で第３位となり、

クラブ創設以来初となる全国大会の出場権を獲得しました。

　 田市長からは「悔いのないよう全力でプレーしてください。将来、なでしこジャパンの選手として活躍する

ことを期待しています。」とエールが送られました。

未来のなでしこジャパン！
全国大会出場

潮来花嫁さんの踊り披露 安来節
やすぎぶし

左：方波見　真代さん　右：鬼沢　翠さん
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City News Flash

　１月５日（土）、潮来ホテルに

おいて、市商工会主催による潮来

市新春賀詞交歓会が開催され、市

内の企業・関係団体・市民の方々

約400名が参加しました。

　村山正光商工会長は、地域経済

の更なる活性化を誓い、商工会と

してさまざまな支援策を打ち出し

ていく方針を示しました。

　また、鹿島アントラーズより「2012Ｊリーグ　ヤマザキナビスコカップ優勝杯」の展示や、大型液晶テレビな

ど豪華賞品が当たる抽選会なども行われ、会場は熱気に包まれました。

新年を祝う「平成25年新春賀詞交歓会」開催

　１月14日（月・成人の日）、

潮来市消防団の消防出初式が

開催されました。集まった団

員約550名は、式典や一斉放

水などを通して、地域の安全

安心に向け防災や防火への決

意を新たにしました。式典では、県知事表彰や永年勤続功労章妻女への感謝状など79名・22部が表彰され、引き

続き消防車で市内をパレード。一斉放水は、潮来港で実施され、全13分団が対岸に向け放水しました。

潮来市消防団　
出初め式

　12月21日（金）、株式会社共成レンテム潮来営業所（所長　佐川

勝徳氏）と「災害時におけるレンタル機材の優先供給に関する協

定」を締結しました。この協定は、市内で災害が発生、または発生

の恐れがある場合、災害応急対策業務に必要な機材（仮設トイレや

発電機等）を優先的に供給できるよう協力いただく内容となってい

ます。

災害時におけるレンタル機材の優先供給に関する
協定を締結

《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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　１月20日（日）、延方公民館・延方生活学校主

催の三世代交流事業が行われ、延方幼稚園・延方

小学校の子どもたちとその保護者ら約50名が参加

しました。まず

は、臼と杵での

餅つきを行い、

その後、餅とり

粉を手にとって

お餅を丸め、木

の枝にたくさの

餅の実が実りま

した。

　出来上がった

成木餅は、延方

公民館と潮来市

役所に飾られ、

訪れる市民の目

を楽しませてく

れました。

成木餅で五穀豊穣・健康を祈願

　文化財防火デーは、昭和24年１月26日に法隆寺金

堂が火災に遭い、国宝の十二面壁画が焼損したのを

契機に1955年に定められました。

　市では、文化財防火演習を実施し、市内の貴重な

文化財を火災から守ることに努めています。

　今年度は、観音寺（上戸）において、地元区長・

消防団・潮来消防署・市文化財保護審議会の連携に

よる消火訓練を行いました。

文化財防火デー
　～毎年１月26日は文化財防火デー～

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　震災からの復旧・復興に取り組む地域の方々への感謝の気持ちを形にしようと、１月25日（金）、日の出小学

校と日の出中学校の児童生徒たちが「感謝の貼り絵」を作成しました。

　小学校全児童459人と中学校全生徒224人の計683人が小学校に集まり、縦80センチメートル、横110センチメー

トルの画用紙にそれぞれのメッセージを書いた紙を貼り付

けたり、色とりどりの画用紙でイラストを表現しました。

　これは、学年を超えて子どもたちが協力し、地域に感

謝・貢献できる自主性を育んで欲しいと企画されたもので

す。内容については、各学校の代表者が実行委員会で話し

合いを重ね、アート作品を作り日の出地区の集会所や公民

館に展示することに決定しました。

　１月30日（水）、子どもたちはそれぞれ、クリーン作戦

を兼ねゴミ拾い等をしながら、中央公民館や集会所に作品

を展示しに訪問しました。

感謝の貼り絵、子どもたちからのメッセージ

《広　告》
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City News Flash

　（社）潮来青年会議所の毎年恒例の活動として、

今年も「ちびっこ豆まき」が市内７つの保育所・

保育園・幼稚園にて開催されました。

　１人１人手作りのお面や帽子をつけた園児たち

は、鬼がやってくると、中には泣き出す子どもた

ちもいましたが、元気に「鬼はーそと、福はーう

ち！」と豆をまいたり、鬼たちと触れ合うことで

次第に笑顔がこぼれていました。

鬼はーそと、福はーうち！
ちびっこ豆まき

　２月３日（日）、

潮音寺において恒

例の節分会が開催

され、鬼追い式や

福豆まきに多くの

子どもたちや市内

外の方々が参加し

ました。まず、２

匹の鬼が境内に現

れ、燃えさかる火が灯ったたいまつを振り回し、その後全５匹の鬼がパフォーマンスし、30名ほどの

福男・福女が豆を投げつけて今年の厄難消滅・無事安穏を祈願しました。また福豆まきでは、福豆や

餅・菓子などがまかれ、子どもたちが両手いっぱいに抱える姿が印象的でした。

節分会

《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



「おもしろ不思議 科学実験隊」

図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

３月３日（日）午後２時～２時30分
ひなまつり

図書館のおにいさん、おねえさん

３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）

うしぼりおはなし会

３月９日（土）午後２時～２時30分
「お菓子（おかし）」のおはなし

図書館友の会

３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

３月23日（土）午後２時～２時30分
「きょうだいのおはなし」

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（３月）

冬のあいだに体が重くなったと感じたことはありませんか？冬は寒さのせい

か、運動も億劫に…。３月はそんな生活をリセットし、新しく生まれ変わる

チャンスです。今月はダイエットを特集します！ランニングやウォーキング

はもちろん、低カロリーレシピや体操、ヨガ、ピラティスなどのおうちでで

きるお手軽なものまで大特集!!これからの季節に向けて、健康と素敵な自分

を手に入れましょう☆

特集　「華麗にシェイプアップ！」

 ３月の図書館カレンダー 　※休館日は、３月20日（水）館内整理日となります。

　絵本の中に登場する料理やお菓子は、とてもおい

しそうですよね。それは、食べている人がとっても

おいしそうに食べているから？料理を作っている人

が楽しそうだから？両方かも。見ているだけでおな

かがすいてしまう“おいしい絵本”を集めました。

「おいしい絵本」児 童 特 集 （３月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

３月16日（土） 13：30～ 名犬ラッシー － 子ども向け

３月17日（日） 13：30～ 刑事〔1995年〕 髙倉　健／田中好子／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◎
（３月）
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イベントのお知らせ

図書館からのお知らせ

　図書館は多くの市民の皆様からご利用いただいていますが、本を返し忘れてしまって、長期延滞になってしまう

場合があります。他にもお読みになられる方がいらっしゃいますので、期限内にご返却いただけますようご協力お

願いします。なお、紛失などの恐れがある場合は、図書館までお問い合わせください。

内　　容　ブームに乗って始めてみたが、使い方が分からない、これから

始めたいという方必見！

　　　　　　入門として使い方のコツや安全に利用するためのポイントな

どを紹介します。

　　　　　　ご自身の携帯やパソコンを使って、実際に操作しながら学習

することもできます。専用のテキスト（書籍）も配布します。

日　　時　２月16日（土）　13：30～15：30

場　　所　潮来市立図書館　２階　第２集会室

参加対象　高校生～大人　先着30名程度を募集します。

申込方法　図書館カウンター、電話、FAXで受付します。（メール不可）

　　　　　TEL：0299-80-3311　FAX：0299-64-5880

参 加 費　無　料 

そ の 他　インターネット接続環境が整った携帯電話、スマートフォン、

ノートPCをお持ちの方は、操作をしながら学習することができます。

内　容　身近なものを使って、不思議で面

白い理科の実験をします。静電

気の実験もあるよ！

日　時　平成25年２月17日（日）

　　　　午後２時～３時30分

場　所　潮来市立図書館 ２階 第二集会室

対　象　小学生　20名

　　　 （１～３年生は保護者同伴）

参加費　１人500円（材料代として）

持ち物　プルタブ付き空き缶・空のペット

ボトル（キャップ付き）

　　　　手袋（よく伸びて汚れていないも

の）・鉛筆（軸が丸くないもの）

申　込　図書館カウンター・電話・ＦＡＸ

　　 　（メール不可）

「～初心者向け はじめてのツイッター講座～」

「返し忘れの本はありませんか？」
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Sunday Monday日 月 Tuesday火 Wednesday水 Thursday木 Friday金 Saturday土

＋当番医

常南医院563-1101

潮来小学校校舎竣工式

＋当番医

久保医院564-6116

日の出地区液状化対策
市民説明会（日の出小）
＋当番医

延方クリニック
566-1873

清掃作戦
春の健康フェスタ
（日の出中）
＋当番医

石毛医院562-2523

＋当番医

船坂医院
566-1285

子育て広場（中）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H24.3月生）

子育て広場（中）

東日本大震災復興
祈念ゴルフ大会
（麻生C.C.）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H24.10月生）

子育て広場（図）

子育て広場（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H21.12月生）

小学校卒業式

子育て広場（中）

ヘルスアップ教室
（延・公）

春分の日

子育て広場（中）
ヘルスアップ教室
（潮・公）
中学校卒業式

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.8月生）

ストレッチ体操（い）

March

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
（潮・公）…潮来公民館
（延・公）…延方公民館

＋当番医

延方クリニック
566-1873

子育て広場（中）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.7月生）

献血（アイモア）

月3 子育て広場（中）

75
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Vol.143 FAX  0120-874-880
E-mail  mayor@city.itako.lg.jp

http://www.city.itako.lg.jp

http://www.city.itako.lg.jp/mobile.php

info@city.itako.lg. jp

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 ２月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,790世帯（－27）14,965人14,726人 （－37）（－36）29,691人（－73）
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25354

301

新成人のつどい

新成人代表者（左から）

中村　貴洋さん、小峰　光広さん、関川のぞみさん、萩原　　恵さん

新成人のつどい
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354人の新成人が晴れの門出を祝福されました


