宝くじの助成金で
祭礼山車整備事 業 を 実 施

へご依頼ください。

や流入河川の水質保全を目的として

市では、生活環境の向上と霞ヶ浦

にあたっては、次のことに注意しま

快適な生活のために下水道の使用

茨城県消費生活センター
分室の廃止について

年

県消費生活センター分室（鉾田、

土浦、 取手、 筑西）は、 平成

３月 日に廃止になり、県消費生活

た。契約トラブルなどでお困りの時

た地域の祭礼活動を充実させるため

◆トイレでは

は、左記にご相談ください。

センター（水戸）に集約化されまし

トイレットペーパー以外の紙や紙お

しょう。

下水道整備区域内で下水道へ接続

公共下水道及び農業集落排水事業

のさらなる活性化が期待されます。

行方市消費生活センター

接続されますようお願いします。

などは流さないでください。

野菜くずや残飯、廃油（天ぷら油）

は流さないでください。

※消費者ホットラインは、郵便番号

☎０５７０‐０６４‐３７０

（全国共通ダイヤル）

消費者ホットライン

☎０２９‐２２５‐６４４５

水戸合同庁舎内）

（水戸市柵町１‐３‐１

県消費生活センター

☎０２９１‐３４‐６４４６

行方市役所北浦庁舎内）

（行方市山田２５６４‐１０

むつなど異物は流さないでください。

に必要な施設や備品を整備するため

○玉造北部地区農業集落排水事

羽生（烏崎）地区で農業集落排水

◆下水道に危険物は流さない

◆浴室では

事業の供用開始を予定しています。

ガソリン・シンナー・石油などの危

業の一部供用を開始します

対象となる地区のみなさまには、供

険物は、下水道管内で爆発を起こす

排水口に目ざらを付け、ゴミや毛髪

用開始後、排水設備工事を行ってい

原因となるので流さないでください。

問合せ 下水道課（玉造庁舎）

消費生活相談窓口、 県の消費生

を入力すると、お住まいの市町村
※排水設備工事は、工事に必要な専

活センター又は国民生活センター

のいずれかにつながります。

門知識と技術をもった有資格者のい

問合せ 企画課（麻生庁舎）

る、市の指定を受けた「指定工事店」

℡ ０２９９ ５
-５ ０
- １１１

ます。

ただき、接続されますようお願いし

６月から、捻木地区・若海地区・

のものです。

◆台所では

していない方は、速やかに接続工事

の山車車輪整備が行われました。今

下水道は正しくお使いください

市の花
ヤマユリ
（山百合）

の整備を進めています。

業への接続をお願いします

公共下水道・農業集落排水事

やさしい自然
かがやく人
わたしたちがつくる
魅力あるまち、行方市

後、祭礼等を通じた地域コミュニティ

蒲縄区にて、宝くじの助成を受け

総 数 38,810 人（-31）
男
19,286 人（-10）
女
19,524 人（-21）
世帯数 11,695 世帯（-1）
平成 22 年 3 月１日現在
（ ）は前月との比較

広報を目的としてコミュニティ活動 （排水設備工事）を行っていただき、

この助成は、宝くじの普及、及び

市の鳥
シラサギ（白鷺）

22

なぜ多くの人が家づくりで失敗してしまうのか？

この本を読んだ感想【行方市 30 代男性】

しちゃうの？

づくりで

住宅会社選びで失敗したくない！という方は必見の
「お助け本」です。一生に一度、とも言える大切な
家づくりに失敗した…という悲しい思いはして欲しく
ない。という気持ちを込めて、これまで出会った数々
のお客様の生の声や経験を基に書いたものです。

どうして

家づくりに失敗しない為の お助け本プレゼント

家
失敗

14

2010.4.1

なめがた

章
憲
民
市
方
行

口
人
の
市
方
行
℡ ０２９９ ７
-２ ０
- ８１１

坪単価・オプションのいいかげんな業者が多いと
思います。いらない経費をけずって本当によい住宅
を提供して頂けるといいと改めて思いました。

A5判37ページ

市の木
イチョウ（銀杏）
31

情 報ひろば

ネット
検索は、 とんぼ住宅

【応募方法】官製ハガキに郵便番号・住所・氏名・電話番号
検索 家づくりへの思いをご記入の上、以下のあて先までお送りください。
http://www.e-tombo.com 【あて先】〒311−3515 行方市井上 1539−2 とんぼ住宅お助け本係

「なめがた郷土かるた」巡り旅

はい、
こちら消費生活センター！

小幡にある観音寺には、県指定文化財「如意輪観音坐像」が、更には
市指定文化財「仁王門」「山越阿弥陀図」「境内の大椎」があります。

便利な携帯電話に落とし穴・・

広い境内は、守り育ててきた樹叢に囲まれ、四季折々に自然の息づかい

いまや誰もが手にしている携帯電
話ですが、便利なものだけに思わぬ
落とし穴があることも事実です。

を感じさせてくれます。特に、仁王門前の桜の馬場は、長い道沿いに成熟
した桜の木が枝を大きく張り出し、美しい風情を楽しませてくれます。

－有料サイトの思わぬ請求－
最近の有料サイト業者は、友人を
装ったショートメッセージメールを
送ってきます。
このようなメールのアドレスに
は、特殊なしかけがあり、アクセス
するとこちらからの電話番号が相手
に知られてしまう仕組みになってい
ます。
また、「無料」に誘われてアクセ
スしたら、数日後～数ヵ月後「前に
利用した有料サイト料金が未払いな
ので、延滞金を含めて５万円支払え」
などと請求される被害もあります。
ワンクリック詐欺などのように、
ボタンを押すだけで「登録ありがと
うございます。入会金３万円を入金
してください」などの画面に変わる
ものもあります。

観音馬場（北浦地区

小幡）

小幡地区にある観音寺の南側には、
仁王門があり、更にその門前には、
真っ直ぐ南に伸びる約 300 メートル
の桜の馬場と呼ばれる広場があり、
草競馬が行われていました。明治
33 年には、馬場を整備し、両側に
桜を植え、新しく庶民の観桜の場と
し、現在でもその面影を忍ばせてい
ます。

行方郷土かるたは 1 組 ２，
０００円

購入は生涯学習課又は各公民館へ

コミュニティバス（マイクロバス）が路線廃止になります
平成２０年４月１日より運行して参りました、コミュニティバス（マイ

【携帯電話のお落とし穴に
はまらないために】

クロバス）につきまして以下のとおり全便廃止となります。皆様の安全運
行に対するご協力に対しまして深く感謝申し上げますとともに、大変ご迷

・発信相手のアドレスを確認して、
知らないメールにはアクセスしな
い。
・興味本位でアクセスしない。
・「無料」につられない。
・安易に個人情報を知らせない。
・請求があってもすぐに支払わない。
などのことに気をつけましょう。

惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
○内容
コミュニティバス（マイクロバス）の２路線（①麻生・北浦運行ルート、
②玉造・麻生運行ルート）の全便廃止
○時期
平成２２年４月１日より廃止

これらについて不安なことや気にな
ることがあったら、悩む前に相談し
ましょう。

○その他
乗合タクシーにつきましては従来どおり
運行しておりますのでお間違えのないようご注意ください。

－ まずはお電話を！－
問：消費生活センター
℡ ０２９１- ３４ ‐ ６４４６

問合せ先：企画課（麻生庁舎） ℡０２９９- ７２- ０８１１
社会福祉協議会

佐原ひまわり基金法律事務所

℡０２９９- ３６- ２０２０

借金を整理して生活を楽に
あなたのお困りごと無料相談室

家族のこと、お金のこと、不動産のこと
困ったときには何でもご相談ください

債務整理・自己破産・過払金返還請求
不動産登記・会社登記・裁判手続・法律相談
司法書士

弁護士

河

合

厳

０４７８－７９－９１８１

予約電話番号：

15

黒 田 良 一

事務所 〒287-0042

千葉県香取市山之辺１
４６３ー７（国道５１号線沿い）

電話０
４７８
（５８）
２７７７

携帯 080ー5030−5665

NAMEGATA ＡＰＲ 1.2010
※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

