
ITAKO Public Information広 報
いたこ

Vol.146
水郷いたこ大使「あやめ」

２０１３（平成25年）

5
４/15　新品種「一番星」田植え風景

・レガッタ、ボート教室…………………６

・税務課からのお知らせ……………８～９

・シティニュースフラッシュ………10～13

・トライアスロン大会交通規制…………13

・図書館だより……………………………14

・まちかどギャラリーからのお知らせ…15

・６月のカレンダー………………………15

・第62会水郷潮来あやめまつり ……２,16

・水郷潮来ソーラー発電所起工式………３

・新区長紹介………………………………３

・子育て情報………………………………４

・食生活改善推進員養成講座受講生募集…５

・人権擁護委員就任………………………６

・人権擁護委員退任………………………６

Contents



2広報いたこ 2013
５月号 Vol.146

第６２回

１．開催期間　5月18日（土）～6月23日（日） 37日間

２．開催場所　水郷潮来あやめ園

水郷潮来あやめまつり

　今年も好評をいただいております潮来花嫁さん

「嫁入り舟」を運航いたします。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

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水郷潮来では江戸時代
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「宵の嫁入り舟」や「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

平成25年度水郷潮来あやめ娘

（写真左から）サマンサ・エイミー・ダッカス、大盛 恵美、関口 さおり、

渡辺 彩香、八木 眸、荒井 美穂、土子 由香理、ジェシカ・ゴードン

市営ろ舟運航

嫁入り舟運航（期間中　水・土・日曜日）

　水曜日：１１時

　土曜日：１１時、１４時、２０時

　日曜日：１１時、１４時



水　郷潮来ソーラー発電所起工式が
行われました水

新しい区長を紹介します
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地区名 氏　名

西　町 鴇田　正信

大塚野 増田　武司

浜　丁 中根　　猛

上　丁 古橋　　力

下　丁 白鳥　悦男

あやめ２丁目 髙塚　和夫

二丁目 園部　好信

三丁目 岡野　　功

四丁目 田　　廣

◎ 五丁目 柄津　幸男

○ 六丁目 草野　和司　

七丁目 草野　　進

八丁目 飯島　正利

七軒丁 岡澤　　勉

十　番 園部　満治

十四番 上羽比呂志

地区名 氏　名

日の出１丁目 伊藤　信義

日の出２丁目 荒野　英樹

○ 日の出３丁目 髙橋　　明

◎ 日の出４丁目 小林　俊夫

日の出５丁目 山口　康政

日の出６丁目 小野寺勝彦

日の出７丁目 長澤　兵八

日の出８丁目 矢代　　栄

大　洲 村田　孝夫

◎☆ 新　町 根本　健助

後　明 立原　　勲

将　監 松本　明雄

江　寺 前野多嘉男

貝　塚 仲澤　道信

○ 築　地 坂上　　明

川　尾 原口　昭彦 （敬称略）

潮来市区長会長　　根本　健助（津知地区代表区長・新町区長）

地区名 氏　名

須　賀 小倉喜代司
曲　松 人見　利夫
古　高 今泉　武雄

○ 小　泉 立野　三嗣
◎ 新　宮 宮本　正幸

大　山 久米田　賢
下　田 諸星　公次
洲　崎 平野　尚夫
東 中野　佳洋
西 関澤　　寿

徳　島 松本　徳男
福　島 須賀　富夫
米　島 平塚　一衛
前　川 草野　　豊
水原１ 田中　克美

◎ 水原２ 浦橋　与一
水原３ 石津　叔久
釜　谷 吉原　廣志
大　生 松信　　洋

○ 大　賀 箕輪　　曻

地区名 氏　名

◎ 牛堀第一 船倉　俊郎

牛堀第二 佐野　憲一

○ 永山東 浅野　良雄

永山西 斉藤　成志

堀之内 森内　重一

茂　木 箕輪　博之

清　水 高野　孝二

◎ 芝　宿 辻　　慶寿

○ 横須賀西 関　　正一

横須賀東 宮本　甚一

台上戸 小川　忠弘

宿 鴇田　禮吉

古　宿 生井沢清司

赤　須 土子　　誠

潮来市区長会副会長

　柄津　幸男（潮来地区代表区長・五丁目区長）

　小林　俊夫（日の出区代表区長・日の出４丁目区長）

　宮本　正幸（延方地区代表区長・新宮区長）

　浦橋　与一（大生原地区代表区長・水原２区長）

　船倉　俊郎（かすみ地区代表区長・牛堀第一区長）

　辻　　慶寿（八代地区代表区長・芝宿区長）

新しい区長を紹介します

　４月18日、「道の駅いたこ」に隣接する企業誘致用地を活用した水郷潮来ソーラー発電所（大規模太陽光発

電施設）の起工式が行われ、事業主の特定目的会社「㈱水郷潮来ソーラー」（本社所在・潮来市辻）や柗田市

長など市の関係者、地権者らが工事の安全を祈願しました。

　今回建設する発電設備の発電出力は約1万4,700キロワットで、想定年間発電量は約1,470万キロワット時と

なり、一般家庭約4,500世帯の年間使用電力量に相当します。また、本事業の一環として移動可能な蓄電池

（容量7.2キロワット時）を「道の駅いたこ」に設置し、「道の駅いたこ」の防災拠点化を図る取り組みも計画

されています。なお、環境教育の場ともなることから見学する方のための展望台の建設も決定しました。

　柗田市長は「市内約１万世帯の半数近くを賄える規模の発電施設であり、東日本大震災の反省を踏まえ何

が大切かを考えさせられた。社会貢献の一つとして、環境にやさしい街として、メガソーラー建設は大きな

希望が持てる。」と話しました。

　郷潮来ソーラー発電所起工式が
行われました

斎鎌の儀完成イメージ図
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潮来市の子育て情報

◆母子健康相談　お子さんの成長発達に関すること、予防接種、食生活等、各種健康相談に応じます。電話、来所、訪問

等で対応します。（問合せ先）かすみ保健福祉センター　TEL.64-5240　

◆家庭児童相談　家庭における児童養育その他家庭児童福祉に関する相談に応じます。

　　　　　　　　例：性格の問題（内気・反抗等）心身の悩み（知能・言葉の遅れ）学校生活に関すること等

　　　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先）家庭児童相談室　TEL.62-2178　月～金曜日９:00～17:00

◆教育相談　　　不登校、非行、怠学、いじめ、進路、集団不適応など

　　　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先）TEL.64-2145　月～金曜日９:00～15:30

◆のびのびルーム　不登校の児童生徒の教育相談と学校生活への復帰を支援します。

　　　　　　　　　　　　　　　　（問合せ先）TEL.64-2145　月～金曜日９:00～15:30

　子育て家庭の保護者とお子さんたちが集まり、交流、情報交換、育児相談をする場を提供しています。中央公民館
（火・水・金曜日）・図書館（木曜日）で午前10時から午後４時まで開催しています。※午後12時～１時は休憩時間
　　６月は、中央公民館　火曜日　４日・１１日・１８日・２５日
　　　　　　中央公民館　水曜日　５日・１２日・１９日・２６日
　　　　　　図書館　　　木曜日　６日・１３日・２０日・２７日
　　　　　　中央公民館　金曜日　７日・１４日・２１日・２８日

延方幼稚園　TEL.66-2533　FAX.66-3569
【目　標】
４歳児・自分の好きな遊びにじっくりと取り組む。
　　　・食への興味・関心がもてるような体験をする。
５歳児・思いを出し合い、友だちと関わりながら遊びを広げ

ていく楽しさを味わう。
　　　・地域の方々との交流を深め、思いやりや感謝の気持

ちをもつ。
【活動内容】・園外保育
　　　　　　（いちご狩り・あやめ園・給食センター）
　　　　　　・未就園児園庭開放※事前の登録が必要です。
　　　　　　・高齢者と子どもの触れ合い事業（じゃがいも

掘り）
　　　　　　・サツマイモ苗植え・誕生会

うしぼり幼稚園　TEL.64-5766　FAX.64-5639
【目　標】
４歳児・自分のしたい遊びをみつけ教師や友だちと一緒に

楽しむ。
　　　・身近な自然に興味を持ち関わって遊ぶ。
５歳児・友だちとの関わりを深め、思いを伝え合いなが

ら、遊びを進めていく。
　　　・自然や身近な環境を通して、見たり聞いたり考え

たりすることを楽しむ。
【活動内容】・園外保育（あやめ園・いちご狩り）
　　　　　　・未就園児園庭開放（じゃがいも掘り）
　　　　　　　※申し込みは電話又はFAX。
　　　　　　・高齢者と子どものふれあい事業
　　　　　　　（じゃがいも掘り・サツマイモ苗植え）
　　　　　　・プール遊び開始・誕生会

牛堀保育園　TEL.64-2337
子育て支援<ハサマクラブ>：園庭開放や親子で触れ合う遊びなどを企画しています。どうぞお気軽に遊びに来てください。
飲み物・タオルを各自お持ちください。ご来園の際にはお電話ください。
○６月６日（木）８:30～園庭開放　10:00～体操遊び
○６月20日（木）８:30～園庭開放　10:00～リズム遊び

かすみ保育園
権現山公園やかすみの郷公園が近くにあり、自然豊かな環

境の中家庭的な保育を心がけています。気軽に遊びに来て

ください。

○園庭開放　毎週月～金曜日　午前10時00分～11時30分

○一時預かり保育　毎週月～金曜日　午前８時～午後６時

認定こども園こひつじ園（小羊保育園・小羊幼稚園）

「すくすくラミー」手あそびや絵本・紙芝居・工作など親子
でふれあいのときを過ごしませんか。楽しいプログラムを用
意してお待ちしています。
○６月の予定　６月10日（月）～楽しい親子リトミック～
こひつじ園リトミック講師の先生が弾くピアノのリズムに合
わせて、親子でふれあいながら体を動かしましょう。
　６月24日（月）～七夕製作～
　親子で楽しく一つのものを作る共同作業です。
　出来上がったらお家に飾ってくださいね。
　　■時　間　午前10時～　　
　　■持ち物　飲み物（お子さんの水分補給）
○園庭開放　お天気の良い日は毎日　月～金曜日　
　　　　　　午前10時～11時
詳しい内容や変更等ある場合は、ホームページにて確認して
ください。気軽に遊びにきてください。

子育てに関する相談窓口

子育て広場
潮来市の子育て情報

～幼稚園ではお子さんの成長を踏まえて毎日の教育目標を
　設定しています～

６月の保育園の活動案内

潮来保育所
○園庭開放　毎週月～金曜日　毎日お待ちしています。

            遊びに来てね。

　　　　　　※園庭開放にきて給食試食会に参加してみま

せんか？給食を試食してみたい方は連絡く

ださいね。TEL.62-3438

電話番号変更のお知らせ
潮来学童クラブの電話番号
が次のようになりました。
TEL.62-2085

６６月月月ののの幼幼幼稚稚稚園園園ののの活活活動動動案案案内内６月の幼稚園の活動案内
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　平成25年４月１日、

久保　 さん（潮来市

大塚野）が人権擁護委

員に就任されました。

　任期は平成25年４月

１日から平成28年３月

31日です。

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、

人権擁護委員法に基づいて、活動をしていま

す。

　委員は、地域の皆さんから人権相談を受

け、問題解決のお手伝いをしたり、法務局の

職員と協力して、人権侵害による被害者を救

済するなど積極的な人権擁護活動を行ってい

ます。

人権擁護委員就任

　４月19日、市長室

において、加藤　勉

さん（潮来市潮来）

に法務大臣感謝状が

手渡されました。加

藤さんは、平成19年

４月から、２期・６

年にわたって人権擁

護委員を務め、啓発

活動をはじめ、地域の皆さんからの相談業

務に従事されました。３月31日を以て人権

擁護委員を退任されましたが、その功績が

評価され表彰されたものです。

　加藤さんには、長年にわたり人権擁護活

動にご尽力をいただきました。ありがとう

ございました。

加藤委員　
法務大臣から感謝状伝達

35
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開始～終了 場　　所 地　区

６月４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５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 北浦ヶ丘自治会集会所 大山

11:30～11:50 下田農村集落センター 下田・宮前・洲崎

６月６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

10:40～11:30 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７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・あやめ町

11:10～12:00 中央公民館 日の出３～８丁目

13:15～13:40 日の出２丁目児童会館 日の出１～２丁目・十番

13:55～14:15 徳島田園都市センター 米島・徳島・福島・前川

６月８日（土）

 9:00～10:10 潮来市役所 将監・新町・後明・七軒町・全域

10:30～11:20 潮音寺（慈母館観音）脇駐車場 日の出全域

11:50～12:30 潮来市商工会館（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２５１～２５３

　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４日（火）～８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25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

愛犬  の登録と
狂犬病予防注射を忘れずに
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税
ポイント

　収入の無い方でも市県民税（住民税）の申告をしてください。国民健康保険に加入されている方は、低

所得者の軽減が受けられることがあります（世帯主に所得があるときは該当にならないことがあります）。

　そのほかにも児童手当、児童扶養手当、マル福、障がい者の各種給付などの制度で、所得が不明だと給

付が受けられないことがあります。税務課で発行している非課税証明書も出すことができません。申告は

忘れずに行いましょう。

　ただし、家族のどなたかの扶養控除となっているときは、市県民税の申告の必要はありません。

　　　の！

　知ってトクする

収入が無い方の
市県民税（住民税）の
申告について

ワン

　障害を持つ本人が使用する軽自動車、もしくは生活を共にする方が障害を持つ方のために使用する軽自動
車税の減免制度があります。減免を受けようとする方は、下記書類を添えて提出して下さい。
　なお、減免できる軽自動車は１台です。ただし普通自動車（県税）で減免を受けている場合は該当になり
ません。
　障害の等級によって一定の要件がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

　提出に必要なもの
　（１）軽自動車税減免申請書（税務課にあります）
　（２）身体障害者手帳または療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳
　（３）運転免許書のコピー
　（４）車検証のコピー
　（５）軽自動車納税通知書
　（６）印鑑

　＊昨年度減免を受けている方で、車種・所有者・障害者手帳等に変更がない場合、下記の申請になります。
　（１）軽自動車税減免要件等確認書（昨年減免された方には送付します。）
　（２）軽自動車納税通知書
　（３）印鑑

　提出期限　平成25年５月24日（金）

お問合せ　潮来市　税務課　TEL.６３-１１１１ （内線１３２・１３３）

軽自動車税の減免について



10広報いたこ 2013
５月号 Vol.146

City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　東日本大震災で被災した潮来市へ、たくさんの寄付金を

いただき、本当にありがとうございました。いただいた

方々のご紹介をします。（平成24年11月～平成25年３月まで）

寄付金ありがとうございました

　西壹丁目区・六丁目区で

は、宝くじの社会貢献広報事

業の助成を受けて、山車の半

間を整備しました。

　今までの半間は老朽化のた

め、今回、助成金と区負担金

を併せて購入しました。

　この助成金は、宝くじの社

会貢献広報を目的として、住

民の自主的なコミュニティ活動の推進のために必要な施設や備品を整

備するためのものです。

宝くじの助成金で山車の半間が
新しくお目見えしました

麻生カントリークラブ　様

潮来市東日本大震災復興祈念ゴルフ大会　様

全国鯉釣り協会　東日本ブロック　様

ダンススポーツクラブどんぐり　様

（株）ライフクリーンサービス　様

(社）鹿行法人会潮来地区会　様

　４月５日（金）、潮来市役所において常陽銀行からＬＥＤライト付

き防犯ブザーが寄付されました。今年で９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

西壹丁目

潮来六丁目

《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》
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City News Flash

　４月８日（月）、ショッピ

ングプラザラ・ラ・ルーにお

いて、春の全国交通安全運動

の一環として、安全街頭キャ

ンペーンが行われました。行

方地区交通対策協議会長 田

市長、内田議長、行方警察署

長をはじめ、行方警察署、交

通安全協会、交通安全母の

会、地域交通安全活動推進委

員の方々が集まり、買い物客

に啓発物を渡し、安全運転啓

発を図りました。

交通安全キャンペーン

　４月11日（木）、かすみの郷運動公園において「震災復興祈念 春季グラウンドゴルフ大会」が開催され、会員等

400名以上の方々が参加されました。気まぐれな春の天気の影響で順延が続き、３月の予定が４月開催となりまし

たが当日は参加者の皆さんが、日頃の練習の成果を発揮しようと楽しみながらも真剣にプレーされている姿が大

変印象的でした。

　大会の結果は次のとおりです。

優　勝　井　関　のり子

　　　　　　 （古　宿）

準優勝　飯　岡　敏　男

　　　　　　 （水原２）

第三位　方波見　ト　シ

　　　　　　 （西永山）

震災復興祈念　第４回春季グラウンドゴルフ大会 開催

写真前列左から
方波見さん、井関さん、飯岡さん
写真前列左から
方波見さん、井関さん、飯岡さん

《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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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　４月20日（日）、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、グラウンドゴルフコーナーでは、豪華賞品を目指

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、アントラーズが圧倒していた試合ではありま

したが、勝ちきれず０－０の引き分けでした。しかし、

次節での勝利に期待ができる試合となりました。

鹿島アントラーズ　ホームタウンデイズ「潮来の日」開催！

２０１３・３・３春の健康フェスタに寄贈していただきました！

　２月27日（水）、潮来ロータリークラブ様から自転車５台、

茨城南部工業協同組合様から血圧計８台を寄贈していただきま

した。いただいた品物については、健康づくりをテーマとした

「３．３春の健康フェスタ」で行われた大抽選会の賞品として

活用いたしました。

　両団体の皆様、誠にありがとうございました。
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　４月６日（土）、権現山公園桜まつりに合わせて、「権現山の桜を

見に行こう！ウォーキング大会」が開催され、潮来市ヘルスウォー

キング連合会員を含む一般市民100名以上の方々にご参加いただきま

した。

　今回のウォーキングは、ショッピングプラザ ラ・ラ・ルーをス

タートし、権現山公園で桜まつりを鑑賞後、水郷北斎公園沿いを歩

く約４キロメートルのコースで実施されました。高低差のあるコー

スではありましたが、参加者の皆さんが春のウォーキングを存分に

楽しんでいる姿が印象的でした。

　参加された皆さん、誠にありがとうございました。今後とも、自

身の健康管理のために積極的な運動を心がけましょう。

桜まつりウォーキングが開催されました
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図書館へ

よ う こ そ

図書館だより

６月２日（日）午後２時～２時30分

「お父さんのおはなし」

図書館のおにいさん、おねえさん

６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）

うしぼりおはなしの会

６月８日（土）午後２時～２時30分

「時計（とけい）のおはなし」

図書館友の会

６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

６月22日（土）午後２時～２時30分

「雨（あめ）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）

　これから本格的な梅雨に入ります。おうちの中で過ごすこと

も多くなりますが、お部屋をきれいにして快適に過ごしてみま

せんか？今月はインテリアを特集します！素敵にコーディネー

トすれば、ジメジメした梅雨も楽しく快適になりますよ。

特集　「すてきなインテリア」

 ６月の図書館カレンダー 　※休館日は、６月19日（水）館内整理日となります。

　６月16日は「父の日」、お父さんにありがと

うを伝える日です。父の日には、お父さんが大

活躍する絵本を読んでみませんか。

　料理が上手なお父さん、走るのが速いお父さ

ん、いろいろなお父さんがいるけど、やっぱり

自分のお父さんが一番かっこいいよね。

「お父さんだいすき!」児 童 特 集 （６月）

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象

６月15日（土） 13：30～
ピーターパンの

冒険
－ 子ども向け

６月16日（日） 13：30～ 次郎長三国志
中井　貴一／
鈴木　京香／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◎
（６月）

○「おうちと図書館に花をかざろう！
　　～親子花植え体験～」

内　容：親子で花を育てる楽しみや喜びを共感して
みませんか？

　　　　プランターに季節の花の苗を植えましょう。
　　　　プランターはご自宅に持ち帰ることができ

ます♪

日　時：５月25日（土）　14：30～15：30 

場　所：潮来市立図書館　駐車場

募　集：潮来市内に在住の親子　20組程度（事前申
込制・先着順） 

参加費：１組につき　300円（花苗代として） 

持ちもの：・軍手　・シャベル　・エプロン
　　　　　※動きやすい格好で参加してください。 

申　込：図書館のカウンター、または電話・ＦＡＸ
で申し込んでください。

イベントのお知らせ

○茨城県立歴史館出前講座
　「落款づくり体験」

内　容：大好評の落款づくり体験！今年度も開

催します。古文書や書画などに使われ

てきた落款や印章について分かりやす

く解説するとともに、石材を使って簡

単な印づくりをします。

日　時：６月29日（土）　14：00～15：30

場　所：潮来市立図書館　第２集会室

募　集：小学生～大人　25名程度

　　　　（小学１、２年生は保護者同伴） 

参加費：150円（材料費）

申　込：図書館のカウンター、または電話・Ｆ

ＡＸで申し込んでください。
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子育て広場（中）
＋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

＋当番医

牛堀整形外科
564-2888

子育て広場（中）

子育て広場（中）

子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H25.1月生）

子育て広場（中）子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H24.6月生）

◎婦人科検診（か）
子育て広場（中）

子育て広場（図）◎婦人科検診（か）

子育て広場（図）
マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H24.10月生）

子育て広場（中）

子育て広場（図）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
３歳児健診（か）
（H22.3月生）

子育て広場（中）

＋当番医

船坂医院
566-1285

マタニティ・セミナー
（か）

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H23.11月生）

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

期　間 催し物名 展示内容 入場料 備　考

５/７(火)～

　５/12（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

５/18（土）～

　５/19（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

５/22（水）～

　６/28（金）
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
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◎今月の納税は、市県民税の第１期分(７月１日納期日）・介護保険料の第２期分(７月１日納期日）です。

《市税の納付は口座振替が確実で便利です。》

第62回 水郷潮来あやめまつり大会（５/18～６/23）

月6

第62回 水郷潮来あやめまつり大会（５/18～６/23）

第62回 水郷潮来あやめまつり大会（５/18～６/23）

第62回 水郷潮来
あやめまつり大会
（５/18～６/23）

第62回 水郷潮来あやめまつり大会
（５/18～６/23）



　潮来市のホームページ

いたこ
平成25年　５月９日発行

　携帯電話サイト

　市長へのたより

　メールアドレス
潮来市携帯電話
サイトへアクセス

編　集：潮来市総務部　秘書政策課

発行者：潮来市長　　　田　千春

潮来市役所　茨城県潮来市辻626
　　　　　　〒311-2493
　　　　　　℡0299-63-1111

Vol.146 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 ５月１日現在
（ ）内は前月比 総数 女 世帯数男 10,852世帯（＋29）14,914人14,702人 （－16）（－5）29,616人（－21）

「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


