平成21年10月１日 №31 秘書広聴課 (麻生庁舎) Tel 0299−72−0811

市報 行方

お知らせ版
お知らせ
霞ヶ浦ふれあいランドからのお知らせ
『霞ヶ浦絵画展』
10月1日(木)〜11月15日(日)
イベント情報
押し花絵体験会
第１・４日曜日
ペーパークラフト 第2・3・5日曜日
（先着80名様まで。受講料 無料）
問

☎ 0299−55−3927
入館料
開館時間
休館日

大人 600円 子供 300円
（20名以上、団体割引あり）
午前９時30分〜午後４時30分
月曜日 (月曜日が祝日の場合は翌日)

オウム真理教犯罪被害者等給付金
○オウム真理教による犯罪行為により、被害
を受けた方、ご遺族に給付金が支給されま
す。
○対象者は次の方です。
地下鉄サリン事件、松本サリン事件その他
法律で定められたオウム真理教による犯罪
行為によって、
・亡くなられた方のご遺族
・障害が残った方（既に亡くなられている
場合、そのご遺族）
・障害を負った方（既に亡くなられている
場合、そのご遺族）
○申請期間 平成20年12月18日(木)から２年
間（やむを得ない理由により、上記期間内
に申請することができなかったときは、そ
の理由のやんだ日から6月以内に限り、申
請することができます｡）
○支給要件、申請手続きなど、詳しくは下記
にお問合せください。
問 茨城県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室
問
☎ 029−301−0110 (内線 2671 2672)
■ http://www.npa.go.jp/oumuhigai

｢農業日誌｣ 等の予約受付について
平成22年版の農業日誌・ファミリー日誌・
新農家暦を予約販売いたします。ご入用の方
は、市役所農林水産課までお申し込みくださ
い。

10月は木づかい月間です！
「木づかい」は、県産材を使った木製品を
積極的に使うことによって森林を育てる、誰
にでもできるエコ活動です。
森林には、水源のかん養や山地災害の防止、
地球温暖化の原因となるCO2の吸収といった、
様々な働き（公益的機能）がありますが、間
伐などの手入れが行き届いた森林でなければ、
こうした働きは十分に発揮されません。
県産材を積極的に利用することが、県内の
森林整備を促進して、森林が本来持っている
公益的機能を発揮させ、地球温暖化の防止に
もつながります。
10月は ｢木づかい推進
月間｣ です。この機会に、
暮らしの中にもっと木製
品を取り入れ、｢木づかい｣
を通じてCO 2をたっぷり
吸収する元気な森林をつ
くりましょう。
問 茨城県農林水産部 林政課 森づくり推進室
問
☎ 029−301−4021

離職によって住宅を喪失又はそのおそれのある方へ

住宅手当緊急特別事業のお知らせ

1. 離職者であって就労能力及び就労意欲のあ
る方のうち、住宅を喪失している方又は喪
失するおそれのある方を対象として住宅手
当を支給することにより、住宅及び就労機
○ ｢農業日誌｣ Ｂ６判
会の確保に向けた支援をおこないます。
予約特価 1400円 (定価 1540円）
【支給額】
○ ｢ファミリー日誌｣ Ｂ５判
下記を上限として、家賃の実費分について支給
予約特価 1400円 (定価 1540円）
行方市内 単身世帯：35,400円／月
○ ｢新農家暦｣ Ａ５判
複数世帯：46,000円／月
予約特価 0370円 (定価 0490円）
【支給期間】最長6ヶ月
申込方法 お電話にて下記までお申込みくだ
【支給方法】大家又は大家から委託を受けた
さい。
事業者へ代理納付いたします。
申込締切 11月20日(金)
2. 住宅手当を受けるには、次のような要件 (い
そ の 他 発行元は財団法人農林統計協会で
ずれにも該当する方) があります。
す。
①2年以内に離職した方
問 農林水産課 (北浦庁舎)
問
②離職前に、自らの労働により賃金を得て
☎ 0291−35−2111
主として世帯の生計を維持していた方
③就労能力及び常用就職の意欲があり、公
いばらき教育の日、いばらき教育月間
共職業安定所へ求職申し込みを行う方
に係る学校公開
④住宅を喪失している方又は喪失するおそ
れのある方（喪失するおそれのある方と
期
間 11月9日(月)〜11月12日(木)
は、下記の⑤及び⑥の要件に該当し、賃
時
間 午前10時〜午後5時
貸住宅等に入居している方）
＊11月9日(月)は ｢道徳｣ の授業を公開
農薬の適正使用に関する
⑤原則として、収入のない方。一時的な収
(5時限目：午後1時25分〜午後2時15分)
出張講習会を実施します
入がある場合又は、生計を一にする同居
公開対象 授業及び部活動
の親族の収入の合計が次の金額以下であ
農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理の
公開施設 校舎内及び体育館・グラウンド
ること。
見 学 者 生徒の保護者及び地域住民の皆様 徹底は、農産物の安全性の確保及び農業生産
単身世帯：084,000円／月
受
付 当日玄関にて氏名等をご記入くださ の安定のみならず、国民の健康の保護及び生
複数世帯：172,000円／月
い。事前の予約は必要ありません。 活環境の保全の観点からも極めて重要です。
⑥生計を一にする同居の親族の預貯金の合
費
用 無料
また、残留農薬基準値超過の事例が発生す
計が次の金額以下であること。
問 茨城県立鉾田第２高等学校 教務部
問
ると市場はもとより消費者の信頼を損ないま
単身世帯：0,500,000円
☎ 0291−33−2171
す。産地を守るため、農薬を正しく使い、消
複数世帯：1,000,000円
費者に信頼される農産物を出荷しなければな
⑦国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策
｢百里基地音楽祭｣ 開催のお知らせ
りません。
による貸付又は給付（就職安定資金融資、
現在、農林水産課では生産者の皆様が農薬
訓練・生活支援給付、就職活動困難者支
主
催 航空自衛隊百里基地・百里基地周
に関する情勢をきちんと把握し、正しい使用
援事業等）を受けていない方・その他に
辺市町協力会
方法を学んでもらえるように地区単位あるい
地方自治体等が実施する類似の貸付又は
出
演 航空中央音楽隊
給付等を受けていない方
日
時 12月5日(土) 午後2時〜4時
は出荷組織単位（ＪＡを除く）での出張講習
(受付開始) 午後1時15分
会を計画しています。希望する地区あるいは 3. 住宅手当を申請するためには、以下のもの
が必要になります。
会
場 小見玉市小川文化センター
出荷組織がありましたら、農林水産課までお
①住宅手当支給申請書（行方市役所玉造庁
費
用 入場及び駐車場ともに無料
問い合わせください。
舎社会福祉課にあります｡）
応募方法 往復ハガキ又は基地ホームページ 【講習会内容】
②本人確認のできる書類
から応募してください (11/20(日)
・農薬を取り巻く情勢 ・農薬の適正使用
運転免許証、住民基本台帳カード、パス
消印有効) 応募者多数のときは抽選
・生産履歴記帳について 等
ポート、健康保険証等の写し
応募要領 応募代表者の住所、氏名と電話番
その他の内容について要望がありましたら、
③離職関係書類
号、また応募者全員の氏名と年齢
ご相談ください。
２年以内に離職したことが確認できる書
を記入してください。(１枚で４名
【申込方法】
類の写し（離職票等がない場合には、例
まで申込み可能です）
随時お電話にて受け付けいたします。
なお、
問・申 〒311−3494 航空自衛隊第７航空団
えば、給与振込が一定の時期から途絶え
問・申
日程調整や準備等がありますので、余裕を
ている通帳の写しなど、離職したことが
広報班音楽祭 係
持ってご相談ください。
確認できる何らかの書類）
☎ 0299−52−1331（内線2587）
問
④収入関係書類
■ http://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/ 問 農林水産課 ☎ 0291−35−2111

本人及び生計を一にしている同居の親族
のうち収入がある方の収入が確認できる
書類の写し
⑤預貯金関係書類
本人及び生計を一にしている同居の親族
の金融機関の通帳等の写し
問 社会福祉課 生活保護グループ
問
☎ 0299−55−0111 内線112、113
親と子の安心確保支援講習会

こどもの救急ってどんなとき？
【講演】
『子どもの救急ってどんなとき？
〜上手なお医者さんのかかり方〜』
講師 なめがた地域総合病院
小児科 太田 哲也 先生
【実技講習】
『子どもの人工呼吸・心臓マッサージ・
誤嚥への対応』
講師 行方消防署救命救急士等
日 時 11月14日(土) 午後1時〜4時
（開場：午後12時30分〜）
対象者 子育て中のパパ・ママ&これからパ
パ・ママになる方等
人 数 30名 (先着順) ※保育室を設けます。
希望される方は申込の際お話ください。
場 所 北浦保健センター
（行方市山田3282−10）
料 金 無料
申込方法 お電話で健康増進課（北浦保健セン
ター）へお申込みください。
申込締切 11月6日(金)
問 健康増進課 (北浦保健センター）
問
☎ 0291−34−6200

第49回
日

時

茨城県母親大会

10月18日(日) 午前10時〜午後4時
（受付 午前9時30分）
茨城県立竜ヶ崎第一高等学校
1,000円（高校生以下無料）

場 所
資料代
内 容
午前中：分科会（乳幼児からの食生活、豊
かな未来のために循環型社会を、
デートＤＶってなに？、川柳を作
り楽しもう、龍ヶ崎・牛久の文学
・歴史散歩 など）
午 後：記念講演「未来の子どもたちに伝
えたいもの−夢は世界の幸せの総
量を増やすこと−」
講師 伊藤 真
（弁護士・伊藤塾塾長）
問 第49回茨城県母親大会実行委員会
問
〒300−0033 土浦市川口2-3-20
☎ 029−824−8949
■ 029−824−8947

