建設中の東関道
とハゲイトウ
（延方・水の郷を育てる会）

特

集
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熱中症
警戒アラート
発表時の予防行動
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境に
なると予想される日の前日夕方または当日早朝に都道府県ごと（※）に
発表されます。
発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用する等の、
熱中症の予防行動を積極的にとりましょう。
※北海道、鹿児島、沖縄は府県予報区単位

外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう
●熱中症を予防するためには
暑さを避けることが最も
重要です。

●昼夜を問わず、エアコン等を
使用して部屋の温度を調整
しましょう。

●不要不急の外出はできるだけ避けましょう。

熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう
●高齢者、子ども、持病のある方、肥満の方、
障害者等は熱中症になりやすい方々です。
これらの熱中症のリスクが高い方には、
身近な方から、夜間を含むエアコンの使用や
こまめな水分補給等を行うよう、
声をかけましょう。

より詳しい情報は…
環境省

気象庁

環境省 熱中症

環境省：https://www.wbgt.env.go.jp/
気象庁：https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kurashi/netsu.html

検索
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熱中症警戒アラート 発 表 時 の 予 防 行 動
普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう
●屋外で人と十分な距離
（２メートル以上）を確保できる
場合は適宜マスクをはずし
ましょう。

●のどが渇く前にこまめに
水分補給しましょう。
（１日あたり1.2Lが目安）
●涼しい服装にしましょう。

外での運動は、原則、中止／延期をしましょう
●身の回りの暑さ指数（WBGT）に応じて
屋外やエアコン等が設置されていない屋内
での運動は、原則、中止や延期をしましょう。

暑さ指数（WBGT）を確認しましょう
●身の回りの暑さ指数（WBGT）を行動の目安にしましょう。
●暑さ指数は時間帯や場所によって大きく異なるため、
身の回りの暑さ指数を環境省熱中症予防情報サイトや
各現場で測定して確認しましょう。

WBGT

31℃

※環境省熱中症予防情報サイト：https://www.wbgt.env.go.jp/

熱

中

症 と は

熱中症とは、暑い環境で体温の調整ができなくなった状態で、めまいや吐き気、頭痛、失神等様々な症状をきたし、
最悪の場合は死に至る疾患です。誰でもなる可能性があり、運動中だけでなく、室内でも起こります。日頃からしっ
かり予防するようにしましょう。

暑さ指数（WBGT）とは
暑さ指数（WBGT）とは、気温、湿度、輻射熱（日差し等）からなる熱中症の危険性を示す指標で、
「危険」
「厳重
警戒」
「警戒」
「注意」
「ほぼ安全」の５段階があります。段階ごとに熱中症を予防するための生活や運動の目安が
示されていますので、日常生活の参考にしましょう。

「熱中症警戒アラート」は環境省のLINE公式アカウントで確認することができます。
友達追加はこちら ➡
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「排水設備等工事費補助金」拡充中
公共下水道への接続をお願いします！
茨城県の森林湖沼環境税を活用した接続支援制度の拡充に伴い、潮来市公共下水道及び農業
集落排水事業の「排水設備等工事費補助金」を拡充しています。
※補助拡充分は、令和３年度までの期間限定となり、今年度が最終年度です。
補助金は予算の範囲内において交付されますので、お早めに申請をお願いいたします。

【拡充された補助内容】
対

象（条件）
区

分

供用開始

3年以内
供用開始

4年目以降

○一般住宅の改造工事であること。（新築住宅、事業所を除く）
○受益者負担金、市税や水道料金等を滞納していないこと。
基本補助額

補助拡充分※2

合

計

７万円

今年度まで

３８万円（最大）

４万円

３１万円（最大）

３５万円（最大）

※1

※１…補助対象工事費が交付額以下の場合はその額まで（千円未満切捨て）
※２…65歳以上又は18歳未満の方がおり、課税対象所得が334万円以下の世帯
令和3年度の対象：令和３年4月1日現在で満18歳未満、又は令和4年3月31日時点で満65歳以上の方がいる世帯

排水設備の設置例

接続工事は潮来市下水道排水設備
指定工事店でないとできません。

指定工事店にご相談ください。
【お問合せ】
上下水道課 下水道グループ
☎ ６３−１１１１
内線３２１〜３２３

公共ます

申請に関する
ご案内はこちら

個人が管理をするところ
市が管理をするところ

「下水どう

配管の工事費が補助金の対象です

きれいな水の

サポーター」

令和２年度 茨城県下水道促進週間コンクール 知事賞特選作品（牛堀小学校 藤枝 諒志 さん）
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9月5日（日）は

茨城県知事選挙投票日です
投票時間

午前7時00分から午後6時00分まで
※投票所を閉じる時刻が午後６時になっていますのでご注意ください

投

票

所
投

票

所

対象地区名

潮来投票所

潮来小体育館

潮来地区（大洲、十番除く）

日の出投票所

中央公民館

大洲、十番、日の出地区、徳島、福島、米島

津知投票所

潮来保健センター

津知地区

延方投票所

延方小体育館

延方地区（徳島、福島、米島除く）

大生原投票所

旧大生原小体育館

大生原地区

牛堀投票所
八代投票所

牛堀公民館

かすみ地区
八代地区

※かすみ保健福祉センターが新型コロナウイルスワクチン接種会場となっているため、
八代地区の方も牛堀公民館が投票所となります。

９月５日に投票所へ行くことができない方
例）

・日曜日に営業する自営業の方
・冠婚葬祭の予定のある方
・出かける予定のある方
など

期日前投票で投票することができます
期日前投票は、８月２０日（金）から９月４日（土）まで
○潮来市役所

本庁舎１階（午前８時３０分〜午後８時００分）
※今回の期日前投票所は潮来市役所のみとなりますのでご注意ください。

※投票所での新型コロナウイルス感染症対策について
○投票所での感染症対策
・投票所出入り口に手指消毒液を設置します。
・受付などにパーテーションを設置します。
・記載台等の消毒を定期的に行います。
・投票所内の換気を行います。
・投票所事務従事職員などはマスクを着用します。

○有権者の皆さまへのお願い
・マスク等の着用、咳エチケット、来所前後の手洗い等の徹底をお願いします。
・周囲の方との間隔を保つようご協力をお願いします。
・使い捨て鉛筆（クリップペンシル）を用意しますが、持参した筆記用具も使用可能です。（黒鉛筆を推奨）
【お問合せ】潮来市選挙管理委員会
7
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潮来保健所より

食中毒 にご用心！

〜 ノロウイルス食中毒 〜
ノロウイルス食中毒は冬だけでなく夏でも発生が見られます。無症状感染者も
多く、知らないうちに感染し、ウイルスを排出しているかもしれません。食品は
中心部まで十分に加熱しましょう。調理器具等の消毒には塩素系漂白剤が有効で
す。人の手を介する事例が多く、予防の基本は手洗いです。石けんでよく手を洗
いましょう。

〜 腸管出血性大腸菌、カンピロバクター食中毒 〜
焼肉やバーベキュー等で、生又は加熱不十分な肉を食べると、嘔吐、下痢、発熱
などの体調不良を起こすことがあります。その原因は、腸管出血性大腸菌やカンピ
ロバクターという食中毒菌です。肉は必ず中心部までよく加熱してから食べるよう
にしましょう。また、焼く前はトング、焼けたら箸と使い分けをしましょう。

〜 アニサキス食中毒 〜
刺身を食べた後、８時間以内に胃や腸に激痛が起こることがあります。アニ
サキスという寄生虫が原因で、アニサキスは体長２〜３cmの半透明白色で糸の
ような形をしています。予防方法は、加熱、冷凍、除去のいずれかです。生で
食べる刺身等の場合、完全な除去が難しいこともあり、十分に注意が必要です。

◎テイクアウト等における食中毒予防について
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店におけるテイクアウト（持ち帰り）やデリバリー（出
前）が増えています。食中毒が発生しやすい時期、これらの食品を原因とする食中毒に注意しましょう。

○消費者の皆様へ
・持ち帰る場合、温度管理に注意し、高温となる車内等に放置せず速やかに持ち帰りましょう。
・持ち帰った後は長時間放置せず速やかに食べましょう。
・食べる前には石けんでよく手を洗いましょう。

○事業者の皆様へ
・注文を受けてから調理し、作り置きはやめましょう。
・施設設備の規模を超えて調理しないようにしましょう。
・メニューは加熱調理品とし、中心部まで十分に加熱しましょう。
・調理後の食品は衛生的な場所で十分に冷まし、適切な温度で保管し
ましょう。
・温度管理に注意し速やかに食べるよう購入者に説明しましょう。
【お問合せ】潮来保健所

衛生課

☎６６−２１１６
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休日診療・各種相談のお知らせ
消費生活相談

休日当番医（９月）
９月 ５日（日）

大久保診療所

☎６２−２５０６

９月12日（日）

ﾕ ｷﾀｽｸﾘﾆｯｸHINODE

☎９４−８００８

月〜金曜日
潮来市消費生活センター
午前9時30分〜正午
（シルバー人材センター内）
午後1時〜4時30分
お問合せ 潮来市消費生活センター ☎62−2138

９月19日（日）

飯

島

内

科

☎６６−０２８０

９月20日（月・祝） 石

毛

医

院

☎６２−２５２３

９月23日（木・祝） 常

南

医

院

☎６３−１１０１

人権問題（性差別）やパートナー間のＤＶ等の問題
などご相談ください。

９月26日（日）

保

医

院

☎６４−６１１６

９月９日（木）・30日
（木）
午後１時〜５時

男女共同参画総合電話相談（９月）

久

教

夜間初期救急センター

育

相

☎62−2727

談

新型コロナウイルス対応の診療体制を図るため、
現在、休診しています。

不登校や登校しぶり等で悩んでいる小中学生、又は
その保護者の方、ご相談ください。

夜間小児救急診療所

月〜金曜日
（火曜日除く） 潮来市教育支援センター
午前９時〜午後４時
（のびのびルーム）
※電話又は来所での相談可 潮来市堀之内1664番地

毎日
午後８時〜11時

鹿嶋市教育センター内
（鹿嶋市宮中1998−2）
☎0299−82−3817

お問合せ 潮来市教育支援センター

☎64−2145

いばらき就職支援センター 出張相談（９月）
子ども救急電話相談
24時間365日

☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯8000）

９月 １日（水）午前10時〜午後３時

津知公民館

９月22日（水）午前10時〜午後３時

潮来市立図書館

お問合せ

鹿行地区就職支援センター
☎0291−34−2061

おとな救急電話相談
24時間365日

☎03−6667−3377
（短縮ダイヤル☎♯7119）

防災無線テレホンサービス
☎６２−４６８８

家庭児童相談室
月〜金曜日
午前８時30分〜正午
午後１時〜５時15分

潮来市家庭児童相談室

お問合せ 潮来市家庭児童相談室 ☎62−2178

悩まずにまず相談を！各種無料相談（８月・９月）
相 談 名
日
■会広 告

福祉心配ごと相談

９月15日（水） ９月１日（水）
時
午後1時〜4時
午後1時〜4時

８月26日
（木）
①午前10時〜
②午前10時30分〜

潮来市社会福祉協議会

かすみ保健福祉センター

お問合せ

潮来市社会福祉協議会
☎63−1296

かすみ保健福祉センター
☎64−5240

容
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内
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法律相談

潮来市公式LINE

広報いたこがアプリで読める
多言語対応アプリ
カタログポケット

Google Play

App Store

ひばりくん
防犯メール
add@mail1.police.pref.
ibaraki.jp

くらしと情報

潮来クリーンセンター
受け入れ停止のお知らせ

﹁子どもの人権１１０番﹂強化週間

いじめや児童虐待など︑子どもをめぐ
る様々な人権問題の解決に取り組むこと
を目的に︑悩みをもった子どもや保護者
からの相談に応じます︒秘密は守られま
すので安心してご相談ください︒
︻期
日︼
８月 日︵金︶〜９月２日︵木︶
平日 午前８時 分〜午後７時
土日 午前 時〜午後５時
※強化期間外の相談は︑平日の午前８
時 分〜午後５時 分の時間で行え
ます︒
︻相談方法︼電話相談
27

30

☎０１２０ ︱ ００７ ︱ １１０

10

障害者雇用優良企業を
募集しています

︻相 談 員︼法務局職員・人権擁護委員
︻実施機関︼水戸地方法務局
茨城県人権擁護委員連合会

30

ごみクレーン更新工事のため︑ごみの
受け入れが一切出来ません︒皆様のご理
解ご協力をお願いします︒
※集積所のごみは回収いたします︒
︻停止期間︼８月 日︵水︶
〜 日︵火︶

清掃スタッフ講習
受講者募集

茨城県では︑多くの県民の皆様が障が
い者雇用を理解し︑障がいのある方々が
いきいきと働くことができる社会の実現
を目指しています︒障がい者雇用に積極
的に取り組む企業等を﹁茨城県障害者雇
用優良企業﹂として認定し︑ホームペー
ジなどで公表しています︒
申込方法等︑詳細は茨城県労働政策課
ホームページをご覧いただくか︑お問合
せください︒
︻主な認定基準︼
①茨城県内に本社がある
②障害者法定雇用率を達成している
③働きやすい職場環境を整備している
茨城県 労働政策課
☎０２９ ︱ ３０１ ︱ ３６５６

30

15

31

施設管理センター ☎６４ ︱ ５０５０
潮来クリーンセンター ☎６４ ︱ ５３１１

高齢者の就業に役立てるため︑講習を
実施します︒
︻期
日︼９月７日︵火︶
︑８日︵水︶
午前 時〜午後４時 分
︻会
場︼中央公民館 大ホール
︻対
象︼
次のいずれかを満たし︑講習を２日間
参加できる方
・シルバーの会員でない 歳以上の方
で︑今後会員になって就業できる方
・職種転換を希望するシルバー会員︑
又は昨年就業していないシルバー会
員の方
︻定
員︼ 人
︻申込方法︼
申込用紙に必要事項を記入のうえ︑潮
来市シルバー人材センターに直接お申
込みください︒申込用紙は潮来市シル
バー人材センターにあります︒
︻申込締切︼８月 日︵火︶
問・申 潮来市シルバー人材センター
︵潮来市辻７６５︶
☎６３ ︱ １２１３
60

行行 政政 情情 報報

午前８時 分〜午後５時 分

８月・ 月は

いばらき働き方改革推進協議会では︑
官民が連携して︑長時間労働の抑制や︑
テレワーク・時差出勤などの促進によ
り︑多様で柔軟な働き方が可能な労働
環境の整備や︑効率的な業務改善に向
けた働き方改革の推進に取り組んでい
ます︒
８月・ 月の︑いばらき働き方改革
推進月間に︑できることから働き方の
見直しを進めてみましょう︒詳細は︑
茨城県労働政策課ホームページをご覧
いただくか︑お問合せください︒
茨城県 労働政策課

15

☎０２９ ︱ ３０１ ︱ ３６３５︵直通︶

10

特別児童扶養手当などの
現況届の手続きを忘れずに
特別児童扶養手当︑特別障害者手当︑
障害児福祉手当を受けている方は︑毎年
８月に現況届︵所得状況及び現に対象者
が在宅で養育︑又は介護されているかな
ど受給資格の確認︶の提出が必要です︒
現況届を提出しない場合︑８月以降の
手当が受給できなくなります︒忘れずに
手続きをお願いします︒
︻受付期間︼８月 日︵木︶
〜 日︵金︶
27

※土日を除く
社会福祉課 障害福祉グループ
☎６３ ︱ １１１１ 内線３９４

30

25

10

24

12

いばらき働き方改革推進月間です

11

11

10
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潮来市体育協会

︵鹿嶋市宮中２ ︱ １ ︱ ３４︶

たらいいのかわからない﹂
﹁就職活動の
やり方を教えてほしい﹂など︑就職に悩
む方へのご相談にキャリアコンサルタン
トが応じています︒相談は個別に行い︑
一人ひとりのお話を丁寧にお聞きいたし
ます︒相談は無料ですので︑お気軽にご
相談ください︒
※電話で事前に予約をお願いします︒
︻期
日︼毎月第１・第３火曜日
︵祝祭日を除く︶
午前 時〜午後３時
場︼鹿嶋市商工会館 研修室
︻会

︻対
象︼ 歳〜 歳の未就労者
及びその家族
問・申
いばらき若者サポートステーション
☎０１２０ ︱ ７１７ ︱ ５５７

いばらき出会いサポートセンター

﹃出張相談︵登録︶
会ｉｎ 潮来﹄

10

潮来市スポーツ協会に名称変更
潮 来 市 で は︑ １ ９ ５ ８ 年 に 体 育 協 会
を 発 足 し 活 動 を 進 め て ま い り ま し た︒
２０１７年に日本体育協会が﹁体育﹂を
広義の﹁スポーツ﹂という言葉で捉え振
興していく方針をとり︑茨城県体育協会
も茨城県スポーツ協会に名称変更いたし
ました︒
潮来市体育協会も︑２０２１年５月開
催の総会にて承認いただき︑４月１日付
けで﹁潮来市スポーツ協会﹂に名称を変
更いたしました︒
潮来市スポーツ協会は︑これからも地
域スポーツ︑スポーツ大会︑スポーツ教
室やスポーツ・レクリエーション等︑市
民の健康・体力づくりや︑スポーツの普
及・向上を図り︑健康で明るい市民の育
成に努めて参ります︒
︻役員紹介︼
潮来市スポーツ協会
会 長
小 林 俊 夫
副会長
竹 内 信 夫
副会長
横 田 直 樹
理事長
大 島 利 昭
潮来市スポーツ協会事務局
︵潮来市生涯学習課内︶
☎６６ ︱ ０６６０

す︒事前登録が必要で
す︒当センターホーム
ページより入会申込み
と︑来所予約︵出張登
録会︶を行ってくださ
い︒
鹿行センター︵神栖︶
☎９２ ︱ ８８８８

茨城いのちの電話
ＳＮＳ相談

﹁茨城いのちの電話﹂は︑電話だけで
なく︑ＬＩＮＥでも皆様のこころの悩み
をお受けします︒電話はちょっとかけづ
らい︑話しづらいという方は︑
﹁茨城い
のちの電話ＳＮＳ相談﹂にご相談くださ
い︒電話相談と同じように丁寧に気持ち
をうかがいます︒
やり場のないどうしようもないお気持
ち︑こころにたまった思いを︑いのちの
電話の相談員に送ってください︒相談員
があなたの悩みを聞きながら一緒に考え
ます︒相談内容の秘密は守られ︑匿名で
ご相談いただけます︒
︻相 談 日︼
○第１〜第４日曜日
午後４時〜７時 分
︵受付は午後７時まで︶
○第２火曜日
正午〜午後３時 分
︵受付は午後３時まで︶
※１回 分 １日１回まで
︻相談方法︼
相談受付用のＬＩＮＥアカウントを登
録後︑チャット形式での相談
茨城いのちの電話事務局
☎０２９ ︱ ８５２ ︱ ８５０５
50

50

10

49

いばらき出会いサポートセンターは︑
独身の方の出会いの場づくりのため︑県
が労働団体と共同で設立した団体です︒
センターでは︑次の期日で出張結婚相談
会を開催します︒結婚の相談を希望する
独身の方やご家族など︑どなたからの相
談にも対応いたします︒相談は無料で︑
予約も不要です︒
茨城のハッピーな出会いと結婚︑
﹁で
あイバ﹂が応援します！
︻期
日︼９月４日︵土︶
午前 時 分〜午後４時
︻会
場︼津知公民館２階
学習室１・２
︻出張登録︼
当センターの入会登録手続きが行えま

2021年 8月号Vol.245
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いばらき若者サポートステー
ション就労相談のお知らせ
様々な理由で仕事に就くことが困難な
若者のために就労相談を実施していま
す︒
﹁働きたいのに働けない﹂
﹁誰に相談し

50
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鹿島アントラーズ食育キャラバン

【期日・開催小学校】
6月29日（火）牛堀小学校・6月30日（水）潮来小学校
7月 7日（水）延方小学校・7月16日（金）津知小学校
※日の出小学校は今後実施予定

６月２６日
（土）
・２７日
（日）ひたちなか市

延方スポーツ少年団ミニバスケットボール
県大会第３位
第40回関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会（ミ
ニバスケットボール競技）茨城県予選大会が、ひたちなか
市総合体育館で開催され、延方スポ少ミニバスが見事『第
３位』の好成績を収めました。
選手・関係者の皆さん、おめでとうございます。

市内４つの小学校の５年生・６年生を対象に、
「鹿島アン
トラーズ食育キャラバン」が行われました。今回は、Zoom
によるオンライン授業形式で行われ、公認スポーツ栄養士の
松田 幸子さんから、丈夫で強いカラダをつくる食事につい
て授業を受けました。
また、潮来小学校と牛堀小学校の５年生・６年生は、鹿島
アントラーズのコーチ指導による運動も体験しました。

７月７日
（水）潮来高校

学校に赤ちゃんがやってくる
１歳半までの赤ちゃんとその保護者を「赤ちゃんゲス
ト」として呼び、赤ちゃんゲストとのふれあいを通して、
将来の社会生活を実感し将来を考える機会とし、また体験
することによって豊かな人間育成につなげることを目的と
して、NPO法人わくわくネット65の協力により開催され
ました。

広報いたこ 2021年 8月号Vol.245
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７月１３日
（火）潮来小学校

６月３０日
（水）牛堀小学校

手紙の書き方体験授業 出前授業
牛堀小学校と潮来小学校の３年生を対象に、
「手紙の書き方体験出前授業」が行われ
ました。講師をされた牛堀郵便局長の大久保さんから、はがきや封書の書き方を丁寧
に教えていただき、各小学校内に設置した郵便ポストに投函しました。

７月６日
（火）行方警察署
災害時における施設使用に関する
協定の合同締結式
災害発生時の迅速かつ円滑な災害警備活
動を行うこと目的に、潮来市と行方市の施
設の一部を代替警察署、及び派遣部隊の活
動拠点となる施設として使用するための協
定を締結しました。

事前キャンプで潮来市を訪れる各国の選
手の皆さんの癒しとなるよう、日の出中学
校ボート部員により、ペチュニア・コリウ
スなどの花苗の植込みが行われました。

７月１３日
（火）市長室
株式会社いずみやより 寄付

７月１２日
（月）延方西
延方・水の郷を育てる会
ハゲイトウ 整備

株式会社いずみや（稲敷市）より、地
域企業として地域での子育て世帯へのサ
ポート及びコロナ禍からの復興への思い
から、善意の寄付２０万円をいただきま
した。ありがとうございます。

13

７月６日
（火）ボートセンターあめんぼ
ＴＯＫＹＯ2020潮来市事前キャンプ
お出迎え準備

広 報いたこ
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延方・水の郷を育てる会（会長：中野
庄吾さん）により、延方西から道の駅い
たこ付近の県道の中央分離帯に、約２千
本のハゲイトウが整備されました。

７月１日
（木）
〜１１日
（日）石の蔵
七夕まつり 開催
津軽河岸あと広場 石の蔵で、道の駅い
たこまちづくり観光事業部により「星に願
いを 七夕まつり」が開催され、市内４つ
のこども園の七夕飾りが展示されました。
また７月１１日には、フラダンスショーが
開催されました。

７月２日
（金）市長室
潮来ソフトテニススポ少 表敬訪問
５月に行われた関東及び全日本の、小学
生ソフトテニス選手権大会県予選会で優秀
な成績を収め、関東大会及び全国大会に
出場する宮本 果歩さん（日の出小６年）
、
堀内 真心子さん（潮来小６年）が表敬訪
問し、意気込みを語りました。

７月８日
（木）教育長室
ＪＡなめがたしおさい こども雑誌 寄贈
ＪＡこども雑誌「ちゃぐりん」を寄贈い
ただきました。子どもたちに対し、協同す
ることの大切さを伝え、感動する心や思い
やり、助け合う心を育む内容になっていま
す。市内５つの小学校に配布し、活用させ
ていただきます。

ニ ュ ー ス・ お 知 ら せ
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知っとこ！男女共同参画 11

「ジェンダー・ギャップ指数2021」を公表
世界経済フォーラムが令和３年３月に発表したジェンダー・ギャップ指数の日本の順位は、１５６ヶ国中
１２０位、先進国で最低レベルという結果となりました。
各国の男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数は、
「経済」
「政治」
「教育」
「健康」の４つの分野が評価対
象となり、日本はそのうち「経済」
「政治」で低い評価となりました。
政治分野では、女性の参加割合が低く、国会議員の女性割合は９．
９％となっています。
経済分野では、管理職の女性割合は１４．
７％で、意思決定の場に女性が少ない状況です。また、女性の平
均所得は男性より４３．
７％低くなっていることも問題視されています。
ジェンダー・ギャップ指数（2021）
上位国及び主な国の順位

格差を改善するには
仕事と家庭の両立の負担軽減

順位

国名

値

前年値

女性は働く上で、産休、育休、子育てなどにより、キャ

1

アイスランド

0.892

0.877

リア形成が難しく、子育てと仕事の両立に悩み仕事をあき

2

フィンランド

0.861

0.832

3

ノルウェー

0.849

0.842

4

ニュージーランド

0.840

0.799

5

スウェーデン

0.823

0.820

らめてしまう女性が多いのが現状です。子育ては女性だけ
が担うものではなく、家庭では男性の家事・育児の参加が
不可欠です。

11

ドイツ

0.796

0.787

働きやすい職場環境づくり

16

フランス

0.784

0.781

国は「女性活躍推進法」を施行し、
「採用や昇進について

23

イギリス

0.775

0.767

24

カナダ

0.772

0.772

30

アメリカ

0.763

0.724

の平等」
、「仕事と家庭が両立できる環境づくり」
「仕事と家
庭の両立について意思決定できる」を基本原則に女性が働

63

イタリア

0.721

0.707

きやすい環境を企業に求めています。保育や介護サービス

79

タイ

0.710

0.708

の充実、ワークライフバランスの実現、男性の家事・育児・

81

ロシア

0.708

0.706

介護への参画促進、女性の管理職の登用などを推進してい

87

ベトナム

0.701

0.700

101 インドネシア

0.688

0.700

102 韓国

0.687

0.672

107 中国

0.682

0.676

く必要があります。

幼少期からの平等意識形成
家庭や学校で、男はこうあるべき、女はこうあるべき、

119 アンゴラ
といった偏ったジェンダー観を植え付けないように働きか 120 日本
け、知識とスキルを習得できるように学習の機会を設ける 121 シエラレオネ

0.657

0.660

0.656

0.652

0.655

0.668

（内閣府資料より）

ことが大切です。

身近なジェンダーについて考える
日頃の接し方でこんなことはありませんか？
男子の方が厳しく叱責される、女子の方が甘やかされている、
「男らしくしなさい。女の子らしく振る舞い
なさい。女の子だからお手伝いしなさい。
」など、こうした性別による接し方の違いにも不平等は存在しま
す。日常生活の中で、男はこうあるべき、女はこうあるべき、といった「無意識の偏見」の存在や男女格差に
ついて考えてみませんか。
【お問合せ】企画調整課

企画調整グループ

☎６３−１１１１

内線２１１
広報いたこ 2021年 8月号Vol.245
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潮来市消費生活センターからのお知らせ

販売サイトで契約内容をよく確認！ 定期購入トラブル
【事 例】

ネットの広告を見て、特別価格約３千円の美容液を購入した。肌に合わず使

用をやめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事
業者に解約と返品を申し出たが、
「発送日の10日前までに申し出ないと対応で

きない」と言われた。２回目の商品は１万円以上でとても高い。申し込み時に

回

65

潮来市の誇れる自然

第
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CODのパックテスト

アメリカナマズ

魚の解説を熱心に聞く生徒たち

小学生たちが水質・
生物調査を体験！

コロナ禍の夏ですが︑水圏ステーションは実習で
大忙し︒全国の大学生が水質や生態系︑外来種︑地
形・地質などについて学ぶリモート臨湖実習の日々
です︒このような大学生向け実習とは別に︑子ども
向け環境学習にも参画しています︒そのひとつが︑
６月 日に延方小の４年生約 名が参加した総合的
な学習﹁調べよう 私たちの霞ヶ浦・北浦﹂です︒
小学校の先生たちと北浦湖岸自然を守る会の方々が
行う校外学習に︑ステーションの学生メンバーがお
手伝いで参加しました︒
北浦湖岸に集合した生徒たちは︑透視度計で湖の
水がどのくらい透明なのかを調べました︒さらに︑
ひとり一人が化学的酸素要求量︵ＣＯＤ︶のパック
テスト︵試薬入りの透明チューブに水を入れて色の
変化を見る︶で︑水質汚染の程度を調べました︒水
を入れるのに苦戦しつつも︑
﹁色が変わった！﹂と
か﹁なんで水がよごれてるの？﹂との声も︒
次に︑自然を守る会の方々が採集してくれたアメ
リカナマズ︑ギンブナ︑タナゴ類︑ウシガエルのオ
タマジャクシ︑クサガメなどを観察しました︒大学
院生が外来種による影響のほか︑タナゴ類が二枚貝
に産卵すること︑ギンブナがほぼ雌しかいないこと
などを説明すると︑おもしろがって聞いてくれまし
た︒魚のヌメヌメした感触を楽しんでいた生徒から
は︑
﹁サカナはまばたきするの？﹂という鋭い質問
も！︵水中では目が乾かないので︑まばたきはしな
い︶
︒大学院生の投網の実演にも︑みなさん注目し
てくれました︒
人間活動のせいで水が少しよごれている湖です
が︑意外と多様な生きものが暮らしています︒生徒
たちは地域の水環境の大切さを︑野外で体感しなが
ら学んでくれたようでした︒
茨城大学地球・地域環境共創機構水圏環境
フィールドステーション
浜野 隼・近藤 陸人・柏谷 翔大・樽井 美香
18

60

定期購入
１回目

は、定期購入だと分からなかった。どうにかならないか。
（60歳代 女性）

【解 説】

●１回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄せられています。

●詳細な契約内容は、
「〇％オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示されていたり、小さい字で書かれ
ていたりすることがあるため、画面の隅々まで見るなど注意が必要です。

●
「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められている場合も多くあります。注文
する際には、解約条件などの契約内容をしっかりと確認しましょう。

困ったときやトラブルにあってしまった場合は、一人で悩まず、すぐに潮来市消費生活センターにご相談く
ださい。

【お問合せ】潮来市消費生活センター ☎６２−２１３８

くらしと情報

FAX 64−5880

水郷まちかどギャラリー展示案内

潮来写友会写真展

写真

初日は13時から
最終日は15時まで

第27回 もなみ会展

絵画

初日は13時から
最終日は15時まで

〜
〜
〜

考

初日は13時から
最終日は15時まで

9/28㈫
10/3㈰

備

写真

9/19㈰

今月の本棚︵９月︶

■お問合せ■

9/14㈫

﹁手品マジック奇術﹂

館 内 整 理 日：9月15日（水）
特別整理期間：9月27日（月）〜 10月6日（水）

8/24㈫ ２０２１写真展
〜水郷写真クラブ・
8/29㈰
フォトクラブ鹿行〜

「知って得する野菜づくりのコツと裏ワザ」
内

容：家庭菜園初心者から農家まで、野菜づくりに
興味関心のある方におすすめのイベントです！
専門家による解説で野菜作りのコツと裏ワザ
を紹介します！
食品由来の発酵液えひめＡＩも作りますよ！
日
時：８月２８日（土）
①午前１０時３０分〜正午
②午後２時〜３時30分
募
集：各回 定員１０人／先着順
参加対象：野菜づくりに興味関心のある方
参 加 費：無料

「就職支援センター出張相談」

９月の図書館カレンダー

展示内容

何か人前で披露できる一芸

９月２５日（土）午後２時〜２時３０分
「おんがく」のおはなし
図書館おはなしボランティア

催し物名

が 欲 し い︑ と い う 方︑ 手 品 に

９月１１日（土）午後２時〜２時３０分
「お月さま」のおはなし
図書館おはなしボランティア

間

チ ャ レ ン ジ し て み ま せ ん か？

９月１０日（金）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）
図書館スタッフ

期

手 品 を 習 得 す れ ば︑ 初 対 面 の

９月５日（日）午後２時〜２時３０分
「うんどうかい」のおはなし
図書館スタッフ

☎ 80−3311

図書館だより

イベントのお知らせ

９月２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／旧うしぼり幼稚園）
図書館おはなしボランティア

潮来市立図書館

人 と も 会 話 が 弾 み そ う！ 簡 単

なものを中心にいろいろな本

を集めてみました︒

児童特集︵９月︶

﹁モノクロ絵本

︵モノクロのお話︶
﹂

たくさんの色を使ったカラ

フルな絵本になれているみな

さ ん は︑ 色 の 数 を 一 つ だ け に

したモノクロ絵本をあまり読

ま な い か も し れ ま せ ん︒ モ ノ

ク ロ 絵 本 に は︑ モ ノ ク ロ だ か

らこそ感じられるすばらしさ

が あ り ま す︒ ぜ ひ 読 ん で み て

ください︒

おはなし会予定表（２階：お話の部屋）

ようこそ
図書館へ

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、入館
の際、手の消毒・マスク着用・検温にご協力をお願
いいたします。
開館時間：午前10時〜午後5時（入場無料・月曜日休館)
【お問合せ】水郷まちかどギャラリー
潮来市潮来182 3 ☎ 63 3113

内 容：鹿行地区就職支援センターによる出張相談会を
図書館で実施しています。
利用できるサービスメニューは、求人情報閲
覧、職業紹介、職業適性診断、応募書類の書き
方、ビジネスマナー、内職相談等です。お気軽
にご利用ください。
日 時：９月２２日（水） 午前１０時〜午後３時
※毎月第４水曜日に実施
参加費：無料
申 込：予約受付。予約無しの場合は、時間帯によって
はお待ちいただく場合があります。
お問合わせ／予約申込み先：
鹿行地区就職支援センター
（ジョブカフェろっこう）
鉾田市鉾田１３６７−３ 鉾田合同庁舎内
☎０２９１−３４−２０６１

「親子で楽しむリトミック講座開催」
内 容：ピアノ演奏や歌に合わせて、親子で一緒に体を
動かすリトミック講座を開催します。
親子で一緒に音を感じましょう！！
日 時：９月２２日（水）午前１０時３０分〜１１時１５分
※毎月第４水曜日に開催！！
募 集：定員１０組（乳幼児と保護者）／先着順
参加費：無料
講 師：大川 裕貴（オオカワ ユウキ）
（NPO日本こども教育センター認定リトミック講師）
大川 咲衣（オオカワ サエ）
（リトミックアシスタント／ヴォイストレーナー）
広報いたこ 2021年 8月号Vol.245
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public information

鹿島アントラーズの試合観戦に
関するアンケートにご協力ください
鹿島アントラーズでは、ホームタウンの皆様を対象に、試合観戦に関するアンケー
トを実施致します。ＱＲコードからアンケートフォームに沿って回答のご協力をお願
いいたします。
アンケートにご協力いただいた方の中から抽選で、ホームゲームの観戦ペアチケッ
ト招待クーポンがプレゼントされます。

【招待クーポン対象試合】１０月２日（土）vs 横浜ＦＣ 午後４時
【アンケート回答締切】８月３０日（月）午後１１時５９分
※状況によりプレゼント内容が変更となる可能性がございます。
予めご了承ください。
アンケートＵＲＬ （https：//questant.jp/q/kashimaHT2021）
※ホームタウンデイズの日程は、９月１８日（土）vs ガンバ大阪戦（午後６時キックオフ）
になります。
【お問合せ】企画調整課

日

9
Sunday

企画調整グループ

SEPTEMBER

☎６３−１１１１

2021

実施
場所

CALENDAR
月

Monday

火

Tuesday

6

7

（市）…潮来市役所 （う幼）…旧うしぼり幼稚園
（中公）…中央公民館 （社協）…潮来市社会福祉協議会
（か）…かすみ保健福祉センター《ひまわり》

水 Wednesday

木

1

2

3

４ヶ月児育児相談

7ヶ月児育児相談

(2021.4月生まれ)(か)

(2021.1月生まれ)(か)

子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

9

10

福祉心配ごと相談
（社協）

5

内線２１１

アンケートフォームは
こちら

8

Thursday

金

Friday

土

Saturday

4

11

１歳６ヶ月児健診 ３歳児健診
（う幼）
（う幼）

12

子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

13

14

胃がん・大腸がん検診 胃がん・大腸がん検診
（中公）
（中公）
休日窓口開庁
8:30〜12:00（市） 子育て広場（う幼）

19

20

敬老の日

15

子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

16

17

18

1歳児育児相談
(2020.9月生まれ)(か)

子育て広場（う幼）

法律相談（社協）

ｯｸｽﾀｰﾄ（絵本 ﾚ ﾝﾄ）
（か）
子育て広場（う幼）

子育て広場（中公）

21

22

23

24

秋分の日

25

胃がん・大腸がん検診
（中公）
子育て広場（う幼）

26

27

28

子育て広場（中公）

29

30

休日窓口開庁
胃がん・大腸がん検診 胃がん・大腸がん検診 胃がん・大腸がん検診 胃がん・大腸がん検診
8:30〜12:00（市） （中公）
（中公）
（中公）
（中公）
子育て広場（う幼）

子育て広場（う幼）

■今月の納税▶固定資産税の第3期分（9月30日納期日）
▶国民健康保険税の第3期分（9月30日納期日）
▶後期高齢者医療保険料の第3期分（9月30日納期日）

19
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子育て広場（う幼）

市税の納付は口座振替が確実で便利です
※妊婦の方もご気軽に子育て広場をご利用ください。
※休日当番医は9ページをご覧ください。

皆さんこんにちは

１０９５日の物語

sp/

３年間本当にお世話になりました。
ありがとうございました！！

慣れ親しんだ潮来を離れるのは寂しいですが︑
回目の協力隊通信です︒さ
日を

て︑ 今 回 皆 様 に 大 切 な お 知 ら
せ が ご ざ い ま す︒ ８ 月

隊しんぶん８月号も合わせてご

※ぜひ︑潮来市地域おこし協力

ていこうと思います︒

ら︑これまでの活動を振り返っ

いる出来事を写真で紹介しなが

今回は︑３年間で印象に残って

これが最後になります︒そんな

協力隊通信の記事を書くのも

がとうございました︒

できたと実感しています︒あり

からこそ︑ここまでくることが

皆様のご理解・ご協力があった

えることとなりました︒市民の

満了となり︑いよいよ卒業を迎

動が始まってから早３年︒任期

ない潮来で︑協力隊としての活

２０１８年８月︑誰も何も知ら

こし協力隊を卒業いたします︒

もって私森山は︑潮来市地域お

19

またお会いできる日を楽しみにしています！

潮来市地域おこし協力隊２期生
潮来市市長公室

27,399 人（−18）

!!

覧いただければと思います︒

Vol.245

s
s
hasshin

※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。

13,659 人 （− 6）
13,740 人 （−12）
11,483 世帯 （＋ 9）

7 月 1 日現在 （ ）内は前月比

クリング

り講習会

潮来市内サイ

あやめ笠づく

売

3期生着任！

パンケーキ販

こども店長 野菜販売
(ITAKOﾌｪｽﾀ2019にて)

わたあめま
みれ（笑）
（Family
Festaにて
）

力隊
地域おこし協
らき
EXPOinいば

塾
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令和3年8月12日発行

小中学生への講演

鹿行協力隊
活動報告展示
会

2期生着任！
ろ舟船頭育成
潮来産の野菜を
販売しよう！

２０１８
２０１９
２０２０
２０２１

〜第27回〜

地域おこし協力隊通信
地域おこし協力隊
通信

リポーター：森山健吾 隊員

