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月27日（水）、竹下復興相が東日本大震災で被災
した地域の復興状況を視察するため、日の出地区

を訪れました。日の出地区では液状化対策事業の工事現
場を視察しました。
　竹下復興相は液状化対策や被災庁舎立替えなどについ
ては「時期がずれてもしっかりと国が負担していく」と
話し、その一方で地方負担を求める事業は特定しません
でしたが、「自立の意志をもってほしい」と述べました。

　また、日の出地区を視察した後、「現在、液状化対策
事業には確実な工法が存在しないので、技術的に苦労されているのもわかる」と、一定の理解を示し、工
事終了後の経過観察の費用については「きちんと対応させていただく」と発言しました。その一方で、万
が一地下水位低下により家屋等に影響が出た場合の補償については、国交省や総務省などの関係省庁と

話さないといけない部分もあるので「持ち帰って検討す
る」と述べました。

　また、「茨城県内は地震そのものの被害からは立ち直っ
たようにも見えるが、目に見えない風評被害の問題もあ
る」とも話しました。海外から見て日本はどう見えてい
るのか、海外へ向けて食の安全性を伝えるなど、風評被
害対策についても積極的に行っていくことなどを話しま
した。

（竹下復興相）（竹下復興相） （液状化対策工事について説明する原市長）（液状化対策工事について説明する原市長）

竹下復興相　日の出地区視察竹下復興相　日の出地区視察

５
液状化対策については「時期がずれてもしっかりと国が負担していく」
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風で砂埃がまってしまい困っている。何とかしてほしい。

　　　　　 施工担当業者に散水をするように指示。直ちに散水を実施しました。

※ 以前より施工業者に対しては土埃対策をするようにと指導しています。このよ
うなご意見も多くよせられていますので、再度、業者を指導し、徹底させます。
　

チラシ１枚で何の説明もなく工事が始まった。詳しく説明してから始めてほしい。

　　　　　 ご本人へ工事内容の説明を行い、納得していただきました。

ご意見ご意見

　今回、ご紹介したご意見は一部ですが、その他、多くのご意見をいただいております。誘導員
の対応が悪いというご意見も多くありましたので、関係する施工業者を集めて打ち合わせを実施
しました。日の出地区では、液状化対策事業の一日も早い完成を目指し工事を進めています。そ
のためには住民の方々からのご意見を大切にすることが必要であると考えております。
　また、「日の出地区液状化対策事業進捗状況説明会」を下記の日程で開催する予定です。

日　時日　時：平成27年６月21日（日）　午後３時～４時

場　所場　所：中央公民館　大ホール

申込み申込み：不　要

問合せ問合せ：潮来市復興工事推進事務所　TEL.0299－80－9003

　復興事業の早期完了に向け、４月１日より日の出地区に復興工事推進事務所を開設いたしまし
た。液状化対策工事について、住民の皆さまからご意見やご要望を数多くいただいております。
復興工事推進事務所では市民の皆さまからの声を真摯に受け止め、対応しております。
　よせられたご意見は、「工事の騒音」、「工事請負業者のマナー改善」、「道路施設等の改善要望」
など、86件におよびます。（５月28日現在）
　今回はいくつかの事例を挙げて説明いたします。

対 応対 応

ご意見ご意見

対 応対 応

液状化対策工事に関する住民の方々からの液状化対策工事に関する住民の方々からの
ご意見・ご要望等ご意見・ご要望等

日の出地区液状化対策事業進捗状況説明会



4広報いたこ 2015
６月号 Vol.171

ＩＴＡＫＯプレミアム商品券　販売開始のお知らせ販売開始のお知らせ
市内の店舗や事業所などで広く使用できる　プレミアム付商品券（３種類）を発行します。プレミアム付商品券（３種類）を発行します。

■ 発 行 数　　２，０００セット
■ 販売価格　　１セット　５，０００円　（５００円券×１３枚）
　　　　　　　・飲食券利用券６，５００円分
■ 購入限度　　１人２セット
■ 販売開始日　平成２７年７月８日（水）
■ 販売場所　　アイモア（１階サービスカウンター）・ララルー【午前１０時から午後５時まで】
■ 【販売時間】　水郷潮来観光協会（TEL.63－3154）・潮来市商工会【午前９時から午後５時まで】
■ 使用期限　　平成２７年１２月３０日（水）

・使用期限を過ぎた商品券は無効となります。
・つり銭は出ません。
・一度購入された商品券等の払い戻しはできません。
・商品券等の盗難又は紛失等の場合、発行者はその責任を負いません。

潮来市商工会　TEL．０２９９－８０－３８３１
　　　　　　　FAX．０２９９－６４－５７１３
潮来市商工会ホームページ（http://www.sopia.or.jp/junikyo/）

プレミアム商品券等取扱店募集についてプレミアム商品券等取扱店募集について
　現在、潮来市商工会において加盟取扱店を募集しております。手続きなどの詳細
は潮来市商工会までお問い合わせください。

その他その他

お問合せ

■ 発 行 数　　５００セット
■ 販売価格　　１セット　３，０００円
　　　　　　　・宿泊券：宿泊券５，０００円分
　　　　　　　　　　　　飲食券利用券１，０００円分（セット販売）
■ 購入限度　　１人５セット
■ 販売開始日　平成２７年７月８日（水）
■ 販売場所　　アイモア（１階サービスカウンター）・ララルー【午前１０時から午後５時まで】
■ 【販売時間】　水郷潮来観光協会（TEL.63－3154）・潮来市商工会【午前９時から午後５時まで】
■ 使用期限　　平成２７年１２月３０日（水）

ＩＴＡＫＯＩＴＡＫＯプレミアム宿泊券プレミアム宿泊券 　購入金額3,000円で　購入金額3,000円で
6,000円分の利用が6,000円分の利用が
できます。できます。
　3,000円分お得！！　3,000円分お得！！

ＩＴＡＫＯＩＴＡＫＯグルメクーポン券グルメクーポン券 　購入金額5,000円で　購入金額5,000円で
6,500円分の買い物が6,500円分の買い物が
できます。できます。
　1,500円分お得！！　1,500円分お得！！
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ＩＴＡＫＯプレミアム商品券　販売開始のお知らせＩＴＡＫＯプレミアム商品券　
市内の店舗や事業所などで広く使用できる　プレミアム付商品券（３種類）を発行します。市内の店舗や事業所などで広く使用できる　

■ 発 行 数　　２３，０００セット
■ 販売価格　　１セット　１０，０００円
　　　　　　　・共　通　券：大型店・小規模店の両方で使用できる券　
　　　　　　　　　　　　　　９，０００円分（１，０００円券×９枚）
　　　　　　　・小規模店券：小規模店のみで使用できる券　
　　　　　　　　　　　　　　３，０００円分（５００円券×６枚）
■ 購入限度　　１人３セット
■ 販売開始日　平成２７年７月４日（土）
■ 販売場所　　アイモア（２階 ジョイホール）【午前１０時から午後５時まで】
■ 【販売時間】　潮来市商工会【午前９時から午後５時まで】
　　　　　　　　 ※アイモアでの販売は７月４日㈯・５日㈰のみ。それ以降は潮来市商工会での販売となります。（平日のみ）
　　　　　　　　 ※アイモアで購入される方は、２階ジョイホール正面入口からご入場ください。
■ 使用期限　　平成２７年１２月３０日（水）

ＩＴＡＫＯＩＴＡＫＯプレミアム商品券プレミアム商品券

◆割引販売セット数には、限りがあります（３，４００セット）
◆ 購入の際には、販売窓口（アイモア）に備え付けの割引購入申込書のご提出と、「いばらきKids Club
カード」または「いばらきシニアカード」のご提示をお願いします。
　＊商品券販売当日は、カードの発行は行いませんので、事前に交付を受けてください。
　＊提示していただけない場合、割引購入はできません。
◆割引購入できるのは、カード１枚につき１セット限りです。
　＊「いばらきKids Clubカード」と「いばらきシニアカード」の併用割引はできません。
◆有効期限の切れたカードや裏面が未記入のカードはご利用になれません。
◆ 割引購入が済んだカードには、裏面に販売済みのチェックをさせていただきますのでご了承願います。

※カード裏面に、氏名・生年月日などを必ずご記入ください。

　「いばらきKids Clubカード」または「いばらきシニアカード」をお持ちの方は、上記の
ITAKOプレミアム商品券１セットを、さらに2,000円の割引にて購入できます。
　ただし、販売総数23,000セットのうち、3,400セットまで。（※割引販売はアイモアのみとなります）

『いばらきKids Clubカード』『いばらきシニアカード』をお持ちのみなさまへ『いばらきKids Clubカード』『いばらきシニアカード』をお持ちのみなさまへ

　購入金額10,000円で　購入金額10,000円で
12,000円分の買い物が12,000円分の買い物が
できます。できます。
　2,000円分お得！！　2,000円分お得！！

カードに関するお問合せ：潮来市市民福祉課　TEL.63－1111　（内線386・391）カードに関するお問合せ：潮来市市民福祉課　TEL.63－1111　（内線386・391）
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お問合せ 　潮来市まち・ひと・しごと創生担当：総務部秘書政策課　TEL.63－1111　内線211

国では「まち・ひと・しごと創生」と称し、「総合戦略・長期ビジョン（人口）」の施策を、県や市町村とあわ

せて行い、将来にわたって活力ある社会を維持することを目指しています。

潮来市においても、市民のみなさまの意見を伺いながら、目標をしっかりととらえ、潮来らしさを活かした戦

略の策定を進めていくところです。

〔潮来市まち・ひと・しごと創生本部会議は4月10日（金）開催されました。〕

そこで、現在、潮来市で輝いている「ひと」にクローズアップしながら、

潮来市版の「総合戦略・人口ビジョン」の進捗情報を今後お知らせしていきます。

 潮来市では、小学校・中学校にある学校図書館の環境整備の充実を目指し、ひとりでも多くの児童生徒が本を

手にすることを願っています。

平成 27年度､ 潮来市教育委員会と市立図書館と市内小中学校とが連携を図り、本の選書やラミネートによる

保護・適切な本の配置などの環境整備を行うことになりました。

そこで働く女性のみなさんは､ 潮来市嘱託員：図書整備員として各小中学校を巡回し、学校図書館の整備事業

に力を注いでくれています。4人全員が「久しぶりのお仕事でドキドキです！」と言いながらも､ 本のシステム

入力やラミネート作業もてきぱきとパワフル全快で､ 正確に、かつ楽しみながらお仕事されている姿が、とても

印象的でしたので、ここでご紹介させていただきました。

まち・ひと・しごと　シリーズ第１弾

図書整備員（4人）

～潮来市教育委員会・潮来市立図書館～

 （左から）谷川さん・紫村さん・髙野さん・川﨑さん

いい仕
事。してますね。

今！キラキラっと
している！！

今こそ！
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　再築大賞の中で、最優秀賞にあたる林野庁官賞を受賞した古谷野勝次さん（古谷野建築設計）にお話しを伺
いました。笑顔が素敵で優しい方でした。いにしえより大工職人が培ってきた伝統構法を重んじ、依頼してく
れた施主への礼儀も忘れない芯の通った現代の職人でした。

　古民家（旧家）再生工事は、年月を重ね、何ものにも代えがたい安心感と温もりを与えてくれる建物を、現
代の暮らしに合った快適な住まいに生まれ変わらせ、次世代へ継承させていくことです。「現代の生活スタイル
に合わせた住環境を目指す中でも、日本建築の「美」を崩さずに創建当時以上の仕上がりを目指すその過程に
やりがいがある」と話してくれました。
　棟梁は、「工事では、創建に携わった大工棟梁と現場を通して対話できたかのようにも思えます」と作業を
振り返りました。今の住宅ではほぼ見ることのできなくなった木組み、年代によって異なる施工方法を先人た
ちが、平成の世に生きる自分たち大工に「この仕事を見てお前らはどう思う？」と投げかけられたようにも思
え、そしてその技術を吸収し、後世の職人に伝えていくことが自分の仕事であると感じたそうです。
　最優秀賞を受賞したことについては、「小さい頃から見続けていた頑固親父の背中、仕事は習うより盗んで覚
えろという職人気質の親父、そんな父親から受け継いだ先代の仕事が認められたような気がして、率直にうれ
しかった」と語っていました。しかしながら、「今回の受賞の有無に関わらず、これからも先代の培った仕事を
大事にしていき、施主様に喜ばれる住まい造りを目指し一大工として精進していきたい」と今後の目標を話し
てくれました。

潮
来
の
匠

潮
来
の
匠

　一番大切なポイントは造り手の性格です。「家」は人が終
始造るものです。そのため、同じ材料、道具や建築方法で
造り上げたとしても、全
く同じ「家」ができるこ
とはありません。作業す
る人がそれまで経験して
きた人生そのものが顕著
に現れてきます。まずは
何度も話しをして、任せ
る大工さんがどんな人な
のかを知ってもらいたい
です。古谷野建築・古谷野建築設計事務所 手入れの行き届いた道具

今後リフォームや新築を考えている方に今後リフォームや新築を考えている方に
棟梁からのアドバイス棟梁からのアドバイス

匠の作業風景



8広報いたこ 2015
６月号 Vol.171

　平成27年平成４月１日、市は災害発生時に介助・介護の必要な高齢者や障がい者等の方々を受け入れる福祉避
難所を確保するため、市内の法人等と災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しました。
　締結した法人等は次のとおりです。

◆福祉避難所とは
災害時に高齢者や障がい者等、一般の避難所で生活を送るのに特別な配慮（身体の介助やコミュニケーション
支援等）を必要とする方々を対象に開設される避難所です。一般の避難所とは違い、災害発生後に必要性が認め
られた場合に開設します。

福祉避難所の
設置運営に関する協定を
締結しました

法　人　等　名 施　　設　　名

社会福祉法人　鹿島育成園 鹿島育成園（児童寮・育成寮）

社会福祉法人　江戸川豊生会 特別養護老人ホーム 福楽園
グループホーム福楽園 コスモス

社会福祉法人　一会会 特別養護老人ホーム あやめ荘
老人デイサービスセンター 白鳥

社会福祉法人　光峰会 特別養護老人ホーム いたこの郷

医療法人　晴生会 老人保健施設 あおぞら

有限会社　茨城まごころ介護サービス グループホーム こころ
デイサービスセンター こころ

鹿行広域事務組合 養護老人ホーム 鹿行潮来荘

（順不同）

+

　平成27年度より、各種歯科健康診査を開始します。
　お口の健康は全身の健康につながります。該当の方はこの機会にぜひ受診しましょう。

☆妊婦歯科健康診査　妊娠中はお口の状態が悪くなりがちです。☆妊婦歯科健康診査　妊娠中はお口の状態が悪くなりがちです。
　平成27年４月１日以降に潮来市で妊娠届を提出した方に、妊娠中に１回、歯科健診を受診できる受診券を配布します。
すでに４月１日以降に届出をして母子健康手帳をお持ちの方には、順次受診券を郵送いたします。また、４月１日以前に
届出をした方で、歯科健診受診を希望する方は受診券を交付しますので、かすみ保健福祉センターまでご連絡ください。

☆２歳児歯科健康診査　虫歯が増え始める前に、しっかり健診を受けましょう。☆２歳児歯科健康診査　虫歯が増え始める前に、しっかり健診を受けましょう。
　平成27年度に２歳を迎えるお子さんに、歯科健診受診券を送付します。お誕生月に送付しますが、４月５月生まれのお
子さんについては順次郵送いたします。３歳のお誕生日前までに、受診しましょう。なお、転入された方で該当になる場
合は受診券を交付しますので、かすみ保健福祉センターまでご連絡ください。

歯科に関する健診を開始します歯科に関する健診を開始します

お問合せ 　潮来市かすみ保健福祉センター《ひまわり》　TEL.０２９９－６４－５２４０

市民生活だより

お問合せ 　潮来市市民福祉課　TEL.０２９９－６３－１１１１
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※延方学童クラブにつきましては、すでに定員を超えている状態の為、入所受付はいたしませんので、他の学童
クラブをご利用いただきますようお願いいたします。
※定員を超える申込みがあった場合、入所審査により入所の可否を決定いたします。
　審査にて入所不可となってしまった場合でも、定員に満たない学童クラブへの申込みは可能です。

水環境保全のため、個人が設置する窒素及びりん除去型合併処理浄化槽（ＮＰ型）に対して、補助金を交付し
ています。また、転換（※）で単独処理浄化槽の撤去が伴う場合は、さらに最大９万円が補助されます。補助基
数には限りがありますので、設置を検討している場合には事前にお問い合わせください。
※転換：建築確認を伴わずに、既設の浄化槽又は汲み取り槽を入替すること

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ入替とその効果
　単独処理浄化槽はトイレからの汚水のみを処理し、台所やお風呂からの生活雑排水はそのまま放流されてしま
います。生活雑排水も併せて処理できる合併処理浄化槽に入替することで、汚れの量を約１／８に減らせます。

申込み・問合せ 　潮来市市民福祉課　子育て支援室　TEL.６３－１１１１　内線３８８

申込み・問合せ 　潮来市上下水道課　TEL.６３－１１１１　内線３２３

平成２７年度　潮来市学童クラブ

浄化槽設置を検討している皆様へ

夏休みの入所申込み受付について

申込みを希望の方は下記までお問い合わせください。

申請期限　12月28日

補助上限額

受付期間　６月１２日（金）～６月１９日（金）
潮来学童クラブ　　　１０名程度
牛堀学童クラブ　　　１０名程度
日の出学童クラブ　　　５名程度
津知学童クラブ　　　　５名程度

転換の場合 転換以外の場合

５人槽 １，０９９，０００円 ９８７，０００円

７人槽 １，４７５，０００円 １，３４７，０００円

10人槽 ２，０６３，０００円 １，８９１，０００円

市民生活だより
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対象となる方には、６月中に「受診券」を郵送します。
自覚症状がなくても、１年に１回は健診を受けましょう。

対
象
者

１９歳から３９歳 全　　員

４０歳から７４歳 国民健康保険加入の方

７５歳以上 全　　員

※40歳から74歳で社会保険等の被扶養者：
　 社会保険等発行の受診券に「集合Ｂ」と記載
されている方は受診ができます。

受付時間 : 午前９時～11時　午後１時30分～２時30分

日　　程 会　　場 対象地区

７月３日（金） かすみ保健福祉センター 牛堀、堀之内、茂木

５日（日） かすみ保健福祉センター 平日に受診できない方

６日（月） かすみ保健福祉センター 永山、芝宿、台上戸

１２日（日） 潮来保健センター（辻） 平日に受診できない方

１３日（月） かすみ保健福祉センター 横須賀、清水、宿、古宿、赤須

１４日（火） 潮来公民館 上丁、下丁、あやめ、２丁目～８丁目、七軒丁

１５日（水） 延方公民館 小泉、下田、洲崎、延方西

１６日（木） 延方公民館 新宮、大山、延方東・前川

１７日（金） 大生原公民館 大生原全域

２１日（火） 中央公民館（日の出） 日の出１丁目～４丁目、徳島、福島、米島

２２日（水） 中央公民館（日の出） 日の出５丁目～８丁目、大洲、十番

２３日（木） かすみ保健福祉センター 西町、大塚野、浜丁、十四番

２８日（火） かすみ保健福祉センター 古高、須賀、曲松

２９日（水） かすみ保健福祉センター 新町、後明、将監

３０日（木） かすみ保健福祉センター 江寺、貝塚、築地、川尾

３１日（金） かすみ保健福祉センター 上記日程で受診できなかった方

１２月３日（木） かすみ保健福祉センター ７月に受診できなかった方

４日（金） かすみ保健福祉センター ７月に受診できなかった方

６日（日） かすみ保健福祉センター ７月に受診できなかった方

７日（月） かすみ保健福祉センター ７月に受診できなかった方

８日（火） かすみ保健福祉センター ７月に受診できなかった方

☆午前中は混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越しください。
　また、ご都合のつく方は午後の受診をお勧めします。対象地区以外の日でも受診できます。

　　　 お問合せ 　潮来市保険年金課　TEL.63－1111　内線125・127
　　　　　　　　　潮来市かすみ保健福祉センター《ひまわり》　TEL.64－5240

生活習慣病予防健診（特定健診）等が生活習慣病予防健診（特定健診）等が
７月３日（金）から始まります！７月３日（金）から始まります！
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　潮来第一中学校のボランティア委員会の生徒たち
は、４月25日に発生した2015年ネパール地震の募金活
動を行っています。
　ニュースを見て、震災が発生した事を知った生徒た
ちは、何かできることはないかと考え、自発的に募金
活動の実施を計画しました。
　生徒たちは、「はじめはボランティアに対する意識
が弱かったのですが、対策会議を開き、ＰＲを強化し
たり、期間を延長したりして多くの募金が集まるよう
がんばりました」と話していました。
　「思った通りには募金を集めることができず、つらく感じる場面もあったが、被災した方の手助けになるので
あれば、今後も続けていきたい」などと話してくれました。
　今回の活動は第一歩を踏み出しただけです。ボランティア活動の輪を広げる事を目的として活動しています
ので、今後もいろいろなボランティア活動に取り組んでいくことを期待しています。

　皆さんは潮来市に茨城大学の施設があるのをご存知でしょうか？実はあるんです。私が所属する、茨城大学
広域水圏環境科学教育研究センター（名称が長いので、以下、「水圏センター」）がそうです。
　この水圏センターですが、湖沼に関する研究と教育を行う施設として、1972年に北浦のほとり（潮来市大生
地区）に設置されました。現在は４名の教員と２名の職員のほか、十数名の学生が常駐して日夜研究をしてい
ます。また、毎年夏には、茨城大学の学生だけでなく、北は北海道から南は沖縄まで、全国の大学生が集ま
り、公開臨湖実習を行っています。
　さて、ではなぜ潮来市の北浦のほとりに水圏センターがあるのか？それは、それだけ潮来の自然に研究すべ
き、そして学ぶべき対象がたくさんあるからです。
　潮来市と霞ヶ浦・北浦には、豊かな自然とそれに育まれた多様な生物が暮らしています。そしてその自然環
境は、大きく変化しながら現在に至ります。その変化は、人の手によるものもありますし、もっと長い時間で
見ると、地球全体で起きた変化によるものもあります。北浦の生物も、環境に応じて変化してきました。ま
た、北浦の底の泥や周りの地形、台地をつくっている地層は、かつてのこの地域が海だった時代を語ってくれ
ます。私たちは、こうした自然を、少しずつではありますが紐解いているところです。
　今後このシリーズでは、水圏センターの教員が交代で潮来のさまざまな自然を紹介したいと思います。潮来

にある豊かな自然に触れるきっかけになれば幸いで
す。
（私たちのセンターの活動や普段の生活は、イン
ターネットからもご覧いただけます。「茨城大学　
広域」で検索してぜひホームページをご覧くださ
い。）

　茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　山口　直文

ボランティア活動を広げる輪

潮来市の誇れる自然　潮来市の誇れる自然　No.1No.1

―ネパール地震募金活動―

―潮来の自然を研究しています―　「水圏センター」
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茨城県に在住する農業者で、運転免許証の住所も茨城県内にある者。
※ここで言う農業者とは、①認定農業者②認定就農者③人・農地プランの担い手に位置づけられている農業者④青年就
農給付金を受給している農業者⑤農業法人の就業者⑥「いばらき営農塾」等の研修受講者⑦農業所得が主の農家⑧上
記以外の農業者（農外所得が主の農家等）

※実技試験は適正試験（視力検査）に合格しなければ受験できません。

受講料（２，４００円）、テキスト代（１，０００円）、障害保険料（５５８円）、
免許試験手数料（２，９５０円）、免許証交付手数料（２，０５０円）

茨城県立農業大学校　庶務部研修課
〒311－3116　　東茨城郡茨城町長岡４０７０－１８６　　ＦＡＸ　029-292-0903

茨城県立農業大学校　庶務部研修科　　ＴＥＬ　０２９－２９２－０４１９
行方地域農業改良普及センター　　　　ＴＥＬ　０２９９－７２－０２５６

1.研修内容
トラクターの基本操作と安全運転技術を習得し、大型特殊免許（農耕用）またはけん引免許（農耕用）の取得を目指します。
2.実施時期及び申込受付期間（各回とも定員は25名程度とします）

受講生募集!　「農業機械研修」

研修名 申込受付期間 研修時期
第4回

6月15日（月）～ 26日（金）
抽選日： 7月  3日（金）

  8月  3日（月）～  6日（木）

第5回   9月28日（月）～ 10月1日（木）

第6回 11月16日（月）～ 19日（木）

第7回
11月  2日（月）～ 13日（金）
抽選日：11月24日（火）

  1月18日（月）～ 21日（木）

第8回   2月  2日（火）～   5日（金）

第9回   2月15日（月）～  18日（木）
※定員：大型特殊免許（農耕用）15 名程度、けん引免許（農耕用）10 名程度
　定員を超過した場合は、「抽選」となります。

3.日　　程

4.受講対象者

6.経　　費　８，９５８円

7.申 込 先（農業大学校へ郵送またはＦＡＸ）

8.問い合わせ先

5.研修場所（試験会場も同じ）　　茨城県立農業大学校（茨城町長岡）

1日目（10：00～ 16：00） 2日目･3日目（8：45～ 16：00） 4日目（8：30～ 17：00）

［ 講義 ］
･トラクターの構造と特徴
･農作業事故の発生防止
･トラクターの保守点検等

［ 技術研修 ］
･トラクターの基本操作
･トラクターの道路走行

［ 終日免許試験 ］
（茨城県警察運転免許センター運転
免許課による出張試験）

○農作業安全・大型特殊免許（農耕用）等取得研修（茨城県立農業大学校・直接申込）

《広　告》《広　告》
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不 動 産 公 売 案 内
　茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売しますので、ぜ
ひ参加してみてはいかがですか。
　平成２７年７月７日（火）午後０時５０分から受付を開始し、午後１時から入札についての
説明を行います。
　下記のホームページにアクセスしていただければ、詳しい内容がご覧いただけます。
　また、ご質問等がございましたら、問い合わせ先までご連絡ください。

日　　　　　時 平成２７年７月７日（火）　午後１時２０分～午後２時

場　　　　　所 水戸合同庁舎内２階大会議室（水戸市柵町１丁目３番１号）

公売対象不動産

売却区分番号　「27－20」
見積価額　　　5,770,000円（公売保証金580,000円）
財産の表示（登記簿による表示）
（土地）　（1）所　　在　　潮来市大塚野一丁目
　　　　　　 地　　番　　16番2
　　　　　　 地　　目　　宅地
　　　　　　 地　　積　　115.42㎡
　　　　 （2）所　　在　　潮来市大塚野一丁目
　　　　　　 地　　番　　16番3
　　　　　　 地　　目　　宅地
　　　　　　 地　　積　　112.13㎡
　　　　 （3）所　　在　　潮来市大塚野一丁目
　　　　　　 地　　番　　16番4
　　　　　　 地　　目　　宅地
　　　　　　 地　　積　　253.47㎡
（建物）　（4）所　　在　　潮来市大塚野一丁目 16番地4
　　　　　　 家屋番号　　16番4
　　　　　　 種　　類　　居宅
　　　　　　 構　　造　　木造かわらぶき2階建
　　　　　　 床 面 積　　１階　120.06㎡
　　　　　　　　　　　　 ２階　 33.05㎡
　　　　 （5）所　　在　　潮来市大塚野一丁目 16番地3、16番地4
　　　　　　 家屋番号　　16番3
　　　　　　 種　　類　　居宅
　　　　　　 構　　造　　木造かわらぶき平家建
　　　　　　 床 面 積　　１階 41.79㎡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上登記簿による表示

そ　　の　　他 中止になる場合があります。

問　合　せ　先 水戸市柵町１－３－１　　茨城県水戸合同庁舎５階
茨城租税債権管理機構
電話　０２９－２２５－１２２１
ホームページアドレス　　http://www.ibaraki-sozei.jp/

《広　告》
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【あやめまつり開会式】【あやめまつり開会式】

第64回 水郷潮来あやめまつり大会第64回 水郷潮来あやめまつり大会

【茨城県庁にてＰＲ活動】【茨城県庁にてＰＲ活動】

【【首相官邸にてＰＲ活動首相官邸にてＰＲ活動】】

【【嫁入り舟嫁入り舟】】 【【あやめ園にて踊りの披露あやめ園にて踊りの披露】】

Photo News
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　4月25日（土）、カシマサッカースタジアムにおいて、ホームタウ
ンデイズ「潮来の日」が開催されました。
　当日は、「潮来あやめちゃん」コシヒカリを始め、潮来の特産品の
販売や、毎年恒例のグラウンドゴルフホールインワンチャレンジが
行われ、豪華賞品を目指す方の長蛇の列ができました。
　キックオフ前のピッチサイドセレモニーでは、あやめ娘がアント
ラーズフラッグを持って入場し、あやめ娘、娘船頭から、主審・両
キャプテンへ、あやめの花束が贈呈されました。
　ハーフタイムでは、あやめ娘、娘船頭が「あやめ」と一緒にピッ
チサイドを１周し、水郷潮来あやめまつりをＰＲ！
　試合は、残念ながら、1－2でヴィッセル神戸に敗れましたが、来
場者の皆さんと笑顔で触れ合い、大盛況の潮来の日となりました。

　５月２日（土）、カシマサッカースタジアムにおいて、ホームタウンである鹿行5市による「ファミ
リー Joinデイズ」が開催されました。
　コンコースでは各市の特産品が無料で配布され、長蛇の列ができ
ました。潮来市は道の駅いたこの「虹どら」や潮来市ブランド米
「一番星」を配布したほか、あやめ娘・娘船頭らによる水郷潮来あ
やめまつりのＰＲを行いました。
　潮来市のブースには、西大伍選手・大橋尚志選手が駆けつけてく
れました！
　試合は0－1でヴァンフォーレ甲府に敗れましたが、ホームタウン鹿
行５市の魅力を、来場者の皆さんに大いにＰＲすることができました。

鹿島アント
ラーズ

ホームタウンデイズホームタウンデイズ「潮来の日」開催「潮来の日」開催

ファミリーJoin デイズファミリーJoin デイズ開催開催
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City News Flash
シティーニュースフラッシュ

　５月21日（木）、「潮来市高齢者大学　悠々塾開
講式」が潮来公民館で開催されました。悠々塾は、
健康で豊かな人生を送るために、各講座において自
分に合った楽しみを見つけることを目的としていま
す。今年度は、新規塾生31名を含む180名が塾生と
なりました。
　講座は、教養、歴史、絵手紙、川柳、民謡、料
理、コーラス、カラオケ、ハーモニカ、手話、陶芸
の11講座で、年に5回開催されます。
　開講式当日は、塾生及び高齢者クラブ連合会会員
の計195名が参加し、行方警察署によるニセ電話詐
欺被害防止についての寸劇や、民謡講座講師の東原 
正絃氏・学級長の草野常雄氏による民謡の披露が行
われました。ニセ電話詐欺の手口をユーモアたっぷ

りの劇で学ぶことができ、民謡と三味線の披露の後
には大きな拍手が鳴り響くなど、会場は明るい雰囲
気に包まれました。
　１年間、有意義な時間を過ごしましょう！

悠々塾開講式を開催しました

　５月12日（火）、潮来
市役所において常陽銀
行から折りたたみ式リヤ
カーが寄贈されました。
常陽銀行行員の皆様が、
企業としてボランティア
活動を支援するために設
立された組織である「常
陽ボランティア倶楽部」
は今年20周年を迎えられます。
　今後、地域福祉活動の機材として潮来市社会福
祉協議会で利用させて頂きます。ありがとうござ
いました。

折りたたみ式リヤカー寄贈
　5月10日(日)、あやめまつりを直前に控えた水郷潮
来あやめ園の除草やごみ拾いを行いました。市商工
会、観光協会のほか、潮来小学校の児童、潮来第一
中学校の生徒や鹿島アントラーズユースの方々にも
参加いただきました。大変きれいになり、5月23日
(土)のあやめま
つり開会式を
迎えることが
できました。
ご協力ありが
とうございま
した。

あやめ園整備事業が行われました

民謡披露（左から草野さん、東原さん）

《広　告》

太陽光発電太陽光発電  でで
第二の年金！第二の年金！を始めませんか？を始めませんか？

家族！家計！日本！そして地球環境！全部に貢献！
太陽光発電の設計・施工・販売【産業用も可】
建設業許可茨城県知事　般－23第31782号

地元・自社施工販売の 有限会社 赤嶺電研企画
お問合せは ０２９９－６９－７９０９(TEL/FAX)
鹿嶋市荒野１３９３－３（中野東小近く 実機あります。見学歓迎）

《広　告》
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City News Flash

　５月14日（木）、潮来小学校においてスナッグゴ
ルフの寄贈式典及びスナッグゴルフ実技講習会が開
催されました。日本ゴルフツアー機構（JGTO、海
老沢勝二会長）から寄贈されたスナッグゴルフのス
クールセットは、潮来小学校、延方小学校と津知小
学校に寄贈され
ました。
　スナッグゴル
フは、子供や初
心者でも安全に
プレーでき、楽
しむことのでき
る簡易版ゴルフ

です。式典終了後、５・６年生の児童（88名）は、
茨城県出身の細川和彦プロの指導のもとスナッグゴ
ルフを楽しんでいました。

スナッグゴルフ寄贈

　５月26日（火）、「第15回市長杯クロッケー・輪投げ
大会」が、かすみの郷公園において開催され、当日は
約450名の参加者が日頃の成果を競い合いました。
　今大会、各競技で優勝された水原第３区長寿会、貝
塚友愛クラブは、今年10月に開催される「いばらきね
んりんスポーツ大会」に潮来市代表として出場します。

第15回市長杯クロッケー・輪投げ大会
　５月24日（日）、第29回潮来トライアスロン全
国大会が開かれました。この大会は、昭和61年に
茨城県初のトライアスロン大会が潮来で開催され
たことを機に続いている、水泳・自転車・ランニ
ングを連続して行うスポーツの大会です。
　全国11都道府県から大勢の選手があつまり、大
会はおおいに盛り上がりました。

第29回潮来トライアスロン全国大会

●クロッケー 
優　勝 水原第３区長寿会
準優勝 大賀長寿会
第三位 下田老寿会
第三位 米島長寿会

●輪投げ 
優　勝 貝塚友愛クラブB
準優勝 貝塚友愛クラブA
第三位 大塚野新生会
第三位 六丁目むつみクラブ

水原第３区長寿会水原第３区長寿会 貝塚友愛クラブ貝塚友愛クラブ

《広　告》

　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

　☎0299-63-1111  FAX 0299-80-1100

「広報いたこ」へ
広告を掲載しませんか！広告募集

受　付

広告掲載内容審査

広告掲載決定

掲載発行

《広　告》
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「工場見学」
　工場見学といえば、小学生のとき社会科見学で行かれた方も多いの
ではないでしょうか？今は学校の授業だけでなく、大人も参加できる
工場見学が人気になっています。ビールやインスタントラーメン、化
粧品といった身近な製品の生産工程を見ることができたり、作成体験
ができたり、お土産までもらえるところも！いろいろな工場で実施し
ているので、気になる工場を調べてみよう！

よ う そこ

図書館へ
図書館だより

日にち 時　間 作　　品 出　　演 対　象
７月18日
（土） 13:30 ～ にじになったさかな ビーゲンセン／作 子ども向け

７月19日
（日） 13:30 ～ 赤毛のアン

劇団四季ミュージカル 浅利　慶太／演出 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

　暖かくなるとあちらこちらに虫、虫、虫が出現しますね！毛だ
らけの虫や、足（手）だらけの虫、かわいい虫やふしぎな形の虫。じっ
くり見てみたいけど、実物はこわい！という方には、絵本がおす
すめです。図書館の本で、いろいろな虫を研究してみませんか。

７月２日（木）午前11時30分～正午
０～３歳のおはなし会

（子育て広場／市立図書館）
うしぼりおはなし会

７月５日（日）午後２時～２時30分
「七夕（たなばた）」のおはなし
図書館のおにいさん、おねえさん

７月11日（土）午後２時～２時30分
「太陽（たいよう）」のおはなし
図書館おはなしボランティア

７月16日（木）午前11時30分～正午
０～３歳のおはなし会

（子育て広場／市立図書館）
図書館のおにいさん・おねえさん

７月22日（水）午前11時30分～正午
０～３歳児のおはなし会
（子育て広場／中央公民館）
図書館のおにいさん・おねえさん

７月25日（土）午後２時～２時30分
「海（うみ）」のおはなし
図書館おはなしボランティア

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）児 童 特 集 （７月） 「虫・虫大集合（虫のお話）」

◎上映会のお知らせ◎
（７月）

今月の本棚（７月）

内容：プランターに季節の花を植えて、親子で花を育てる楽しみ
や喜びを共感してみませんか？

　　　２つのプランターにお花（マリーゴールドやサルビアな
ど）を植えます。ひとつは、図書館の入り口に飾りま
す。もうひとつはプランターで、ご自宅に持ち帰ること
ができます♪

日時：平成27年６月27日（土）午前10時30分～ 12時
応募：親子／２０組程度
費用：１組３００円（花苗代）
持物：軍手、シャベル、エプロン　※動きやすい格好で来てくだ

さい。熱中症対策も忘れずに！
申込方法：市立図書館窓口、電話、FAXにてお申込みください。

・平成27年６月14日（日）～６月28日（日）
　大好評のミステリーバッグ！今回は、幼児～小学生向けを開催
します。図書館員のおすすめ本を詰めたミステリーバッグは、何
の本が入っているか、自宅に持って帰るまで分かりません。秘密
の当たり袋もあります！！幼児向けは15袋、低学年、中学年、
高学年向けは各20袋を用意しています。先着順での貸し出しに
なりますので、お早めにどうぞ！

イベントのお知らせイベントのお知らせ

水郷まちかどギャラリー展示案内
入場無料・月曜日休館（水郷作家展は休館なし）

お問合せ  水郷まちかどギャラリー　TEL.63－3113

期　間 催し物名 展示内容 備　考

5/20(水)

～

6/24(水)
水郷作家展

小堀進・村山
密 他7名の水
郷の作家によ
る絵画

１０時～１７時
会期中休館日なし
最終日は１５時まで

6/26(金)

～

7/2(木)

向後寛治写真
展・美しきサ
ギの世界

写真
１０時～１７時
最終日は１５時まで
6/29（日）休館

７月の図書館カレンダー 
※休館日は、７月15日（水）館内整理日となります。

お問合せ 　潮来市立図書館
　TEL.80－3311　FAX.64－5880

○ 「知って得する！？プロから学ぶ相続　○ 「知って得する！？プロから学ぶ相続　
節税対策セミナー」節税対策セミナー」

○ 「親子花植え体験 おうちと図書館に花をかざろう！」○ 「親子花植え体験 おうちと図書館に花をかざろう！」
　潮来市立図書館友の会（ボランティア）連携事業　潮来市立図書館友の会（ボランティア）連携事業

○ミステリーバッグ第２弾（子ども向け）○ミステリーバッグ第２弾（子ども向け）

内容：平成27年１月に相続税に関する法律が改正されました。
これまで無縁とされていた人も決して他人事ではありま
せん。 今回は、相続税の基礎知識と税制改正での変更
点、相続に関する相談事例や今から準備できることなど
について、税理士さんにわかりやすく解説していただき
ます。希望者には、講師による無料相談会を実施します。

日時：平成２７年６月２７日（土）午後１時３０分～３時３０分
応募：参加無料／どなたでもご参加いただけます。
講師：岩本富雄　氏　(税理士法人　岩本会計)
申込方法：市立図書館窓口、電話、FAXにてお申込みください。
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77月月
のカレンダーのカレンダー

July
子育て広場（図）
３歳児健診（か）
（H24.4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（中）

子育て広場（中） 子育て広場（中）
４ヶ月児育児相談（か）
（H27.2月生）

市内対抗ゴルフ大会
(ジェイゴルフ霞ヶ浦)

子育て広場（図）
７ヶ月児育児相談（か）
（H26.11月生）

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）

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査
（潮・公）
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（延）
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（延）
子育て広場（図）

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（大）
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）

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（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（図）
こころの健康相談（か）

子育て広場（中）
１歳児育児相談（か）
（H26.7月生）

鹿島アントラーズVS
ＦＣ東京（カ）

＋当番医

常南医院☎63-1101

（図）…市立図書館
（か）…かすみ保健福祉センター《ひまわり》
（い）…潮来保健センター
（中）…中央公民館
（潮・公）…潮来公民館
（延）…延方公民館
（大）…大生原公民館
（カ）…県立カシマサッカースタジアム

日 Sunday

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（か）
＋当番医

久保医院☎64-6116

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（い）
＋当番医

仲沢医院☎63-2003

＋当番医

延方クリニック
☎66-1873

＋当番医

大久保診療所
☎62-2506

特定健診
生活習慣病予防健診
高齢者健康診査（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）

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）

◎今月の納税は、国民健康保険税の第１期分（７月31日納期日）・固定資産税の第２期分（７月31日納期日）
　　　　　　　　後期高齢者医療保険料の第１期分（７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。》

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）

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）

海の日

月 火 水 木 金 土Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

子育て広場（中）
１歳６ヶ月児健診（か）
（H25.12月生）

鹿島アントラーズVS
清水エスパルス（カ）

●
実
施
場
所
●

　潮来市に熱い思いを持っている方々に登場していただきます。
　今回は、潮来市名誉市民で元ＮＨＫ会長海老沢勝二氏です。
　
　わが郷土水郷潮来地方は、千三百年前の常陸風土記（ひたちふどき）の中で豊
かな農水産物に恵まれた「常世の国」（とこよのくに）のようだと、その自然・
風土が称えられています。我々の先人は、この風土に適した生活文化を長い間に
わたって営々として築き守ってきました。戦後七十年になる今日、人口が減少す
るなど少子高齢化が進んでおり、このような現象を食い止め活気を取り戻そうと官民あげて「地方創生」
運動が始まりました。
　この「地方創生」運動は、ただかけ声やスローガン、キャッチフレーズだけではうまくいかないことは
経験済みです。今回の「地方創生」は、“再生”の良い機会ととらえ、自分たちの共通の課題として、市
民一人一人が意見を出し合うこと、水郷潮来地方の歴史や風土等をもう一度しっかりと学び、その土台の
上に時代の変化に応じた新しい生活文化を作るんだという熱い志（こころざし）、心意気をもって取り組
む前向きな姿勢が今求められていると思います。

　潮来市名誉市民　海老沢　勝二　

潮潮来市応援メッセージ来市応援メッセージ



　市長へのたより

　潮来市のホームページ

　携帯電話サイト

　メールアドレス

市
の
木

市
の
花

市
の
鳥

ポプラ あやめ よしきり

潮来市携帯電話
サイトへアクセス

※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。

潮来市メルマガ登録はこちらから

人口のうごき ６月１日現在
（ ）内は前月比 総数 男 女 世帯数28,965人（－10） 14,373人（＋5） 14,592人（－15） 10,971世帯（＋11）
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取扱い当番医表急患
潮来市　日曜・祝祭日

平成27年７月～平成27年12月
診療時間　午前９時～午後４時まで

上記は予定であり、変更になる場合があります。 ■ 休日にけがや急病になった方のための診療です。
■ 受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。

石 毛 医 院
TEL.62-2523

大 久 保 診 療 所
TEL.62－2506

常 南 医 院
TEL.63－1101

延方クリニック
TEL.66－1873

飯 島 内 科
TEL.66－0280

久 保 医 院
TEL.64－6116

仲 沢 医 院
TEL.63－2003

牛 堀 整 形 外 科
TEL.64－2888

8 月

２日

９日

16日

23日

30日

牛堀整形外科

延方クリニック

ユビキタスクリニックHINODE

飯 島 内 科

石 毛 医 院

9 月

６日

13日

20日

21日

22日

23日

27日

久 保 医 院

大久保診療所

延方クリニック

飯 島 内 科

常 南 医 院

牛堀整形外科

ユビキタスクリニックHINODE

7 月

久 保 医 院

仲 沢 医 院

延方クリニック

常 南 医 院

大久保診療所

11 月

１日

３日

８日

15日

22日

23日

29日

延方クリニック

仲 沢 医 院

大久保診療所

牛堀整形外科

ユビキタスクリニックHINODE

飯 島 内 科

石 毛 医 院

10 月

４日

11日

12日

18日

25日

仲 沢 医 院

牛堀整形外科

常 南 医 院

久 保 医 院

石 毛 医 院

12 月

６日

13日

20日

23日

27日

久 保 医 院

仲 沢 医 院

延方クリニック

常 南 医 院

大久保診療所

５日

12日

19日

20日

26日

ユビキタスクリニックHINODE
TEL.94－8008

● 電話番号 ● 市外局番（０２９９）

保存版保存版


