
お知らせ版
市報　行方 秘書広聴課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 22年 7月 1日　№ 40

『ふれあい七夕まつり』
日　時　8 月 6 日（金）～８日（日）

夏休みイベント

７月17日～８月 31日

ペーパークラフト・生き物お絵かき　ほか

中庭こども広場イベントも開催しています！

問

　　　　☎　０２９９－５５－３９２７

入館料　大人 ６００円　子供 ３００円

　　　　（２０名以上、団体割引あり）

開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分

休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

霞ヶ浦ふれあいランド
イベント情報

お 知 ら せ
　ダンボール・新聞・雑誌のストックヤードを「長

野江田園都市センター」と「武田地区館」に設

置しました。分別収集にご協力ください。

利用開始日

７月３日（土）から毎週土・日曜日

利用時間

午前８時から午後５時まで

問 環境課（北浦庁舎）☎ 0291-35-2111　 

　茨城県では 7月を「屋外広告物適正表示推進

月間」とし、全県において違反広告物の是正

指導や、警察による違反行為の取締りの強化を

行います。

　屋外広告物とは、常時または一定の期間継続

して屋外で公衆に表示される看板、立看板、は

り紙、はり札、広告板などをいいます。

　これらの屋外広告物を表示するときは、景観

に配慮するとともに公衆への危害を防止するた

め、原則として市の許可を受けることとされて

います。

　屋外広告物は、必要な許可を受けて表示しま

しょう。

問　都市計画課（玉造庁舎） 

　　☎ 0299－55－0111　

   　茨城県土木部都市局都市計画課 

　　☎ ０２９－301－4579　 

　平成 22 年作水稲病害虫防除のための無人ヘ

リコプターによる農薬空中散布を下記のとおり

実施しますので、ご協力をお願いいたします。

日程　麻生地区　7月20日(火)・7月21日(水)

　　　玉造地区　7月26日(月)・7月27日(火)

　　　北浦地区　7月29日(木)・7月30日(金)

※天候等により実施日は変更する場合がありま

　す。

時間　午前 4 時～午前 11 時 ( 予定 )

※不明な点やご質問等ありましたらお問い合わ

　せください。

問　農林水産課 ( 北浦庁舎 )

　　☎ 0291－35 －2111

7 月は屋外広告物適正表示推進月間です

～屋外広告物の設置には許可が必要となります～

　住宅用土地を取得した日から 2 年（平成 16

年 4 月1日から平成 24 年 3 月 31日までに土

地を取得した場合 3 年）以内に新築住宅を取

得されますと、その土地に係る不動産取得税が

減額・還付される場合があります。

　この減額は、申請により適用となりますので、

土地の不動産取得税を既に納められた方で、

減額申請のお済みでない方は、早めに申請して

いただくようお願いいたします。

　このほか、既存住宅の取得につきましても、

一定の要件のもとで、不動産取得税が軽減さ

れる場合があります。

問　茨城県行方県税事務所　課税第２課

　　☎ ０２９９－72－0773

募　　集

受付期間　

大学校　8 月26 日（木）～ 9 月7日（火）

学　校　7月20 日（火）～ 8 月 3 日（火）

第1 次試験

大学校　10 月 30 日（土）10 月 31日（日）

学　校　9 月26 日（日）

第 2 次試験　

大学校　12 月17日（金）

学　校　10 月18 日（月）～24 日（日）の指定する日

第 3 次試験（航空課程のみ）

学　校　12 月11日（土）～16 日（木）の指定する日

受験資格　大学校は平成 2 年 4 月2日以降に、

学校は昭和 62 年 4 月2 日以降に生まれた者で

高等学校を卒業した者、及び平成 23 年 3 月ま

でに高等学校を卒業する見込みの者（詳細は受

験案内に記載）

試験地　水戸市　他

※インターネットによる申込が可能です。（ただ

し受付締切が他の申し込みと異なります）

専用アドレス

http://www.jinji-shiken.jp/moushikomi.html

問・申　茨城海上保安部　☎ 029-263-４１１８

　　　鹿島海上保安署　☎ 0299-90-0050

ストックヤード設置のお知らせ

日　　時　７月25 日（日）

　　　　　午前 9 時～午後 2 時 30 分

内　　容　ブルーインパルスの展示飛行

　　　　　基地所属航空機等の飛行及び地上

　　　　　展示・各種装備品の地上展示

主　　催　航空自衛隊百里基地・百里基地周

　　　　　辺市町協力会・百里基地後援会

後　　援　百里基地航空懇話会

※基地内駐車場には限りがありますので、公共

　交通機関をご利用ください。JR 石岡駅及び

　羽鳥駅からシャトルバスを運航（有料）します。

※基地周辺道路において、一部通行規制があ

　ります。

※交通渋滞が予想されますので、茨城空港ご

　利用の航空機搭乗者の方は、十分時間に余

　裕を持ってお越しください。

※当日及び事前飛行訓練においては、騒音等

　により大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、

　ご理解の上ご協力をお願いします。

問 百里基地広報班　☎ 0299-52-1331　

URL     http://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/

第 27 回　百里基地航空祭

不動産取得税の減額について

実施日 時間 実施場所
7 月 6 日
（火）

10：00 ～
11：30

鉾田市商工会大洋支所

13：30 ～
14：30

鉾田市保健センター

7 月 8 日
（木）

10：00 ～
11：30

行方市商工会北浦支所

13：30 ～
14：30

行方市商工会玉造支所

7 月 13 日
（火）

10：00 ～
11：30

行方市商工会

13：30 ～
15：00

茨城県鉾田保健所

対　　　　　象　　　　　者　鉾田保健所管内飲食物取扱い従事者

検査機関　（財）茨城県総合健診協会

検査料金　１検体８００円

　　　　　（赤痢菌、サルモネラ菌、O157）

　　　　　料金は、茨城県総合健診協会職員

　　　　　が徴収

実施方法　保健所において容器等配布

問　茨城県鉾田保健所内　鉾田食品衛生協会

　　☎ ０２９１－33－2158

飲食物取扱い従事者の健康診断

　8 月 4 日から携帯電話で１１９番すると消防

本部指令室の発信場所表示装置（地図表示）

により通報した場所が特定されます。

　これは携帯電話からの通報に対応するため

新規に導入されるシステムです。

　今まで以上に通報受け付けから出動までの

時間が短縮され、災害による被害の軽減、救

命率の向上につながると期待されています。

　また GPS 携帯電話は精度的に確かな位置情

報が得られます。

※電波の状況により近隣の消防本部につながる

こともありますが、その時は鹿行消防本部へ電

話が転送されます。

問 鹿行消防本部　☎ 0291-34-2119 

鹿行消防本部からのお知らせ

日　　時　７月17日（土）午後 2 時～ 5 時

場　　所　鹿嶋勤労文化会館　2 階研修室

内　　容　シンポジウム「寝たきりにならない

　　　　　ために　理学療法士ができること」

　　　　　脳卒中、大腿骨頸部骨折、がん、

　　　　　肺疾患・呼吸不全、心筋梗塞・心

　　　　　不全、変形性関節症・認知症に対

　　　　　する理学療法についてわかりやすく

　　　　　解説します。

対　　象　一般住民

※参加費、事前の申込は不要です。

問　社団法人茨城県理学療法士会

　☎ 0299－58－5211　 FAX  0299－58－5200

社団法人　茨城県理学療法士会

「平成 22 年度　市民公開講座」

申請期間　平成 22 年 12 月17日（金）まで

（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。）

対　　　　　象　　　　　者　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）

※支給要件、申請手続きなど、詳しくはお問合

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

　☎ 029-301-0110 

オウム真理教
犯罪被害者等給付金について

海上保安庁　海上保安大学校
海上保安学校学生募集

受付期間　７月１３日（火）～７月２２日（木）

　　　　　（２２日消印有効）

※申込書は必ず簡易書留郵便で提出してください。

受験資格　

平成元年４月２日～平成５年４月１日までに生ま

れた者

試　　　　　　験　　　　日　第１次　９月１２日（日）

　　　　　第２次　１０月中旬～１０月下旬

試験種目　第１次　教養・適正試験（択一式）・

　　　　　　　　　作文試験

　　　　　第２次　口述試験（個別面接）

問・申 水戸地方裁判所事務局☎ ０２９－２２４－８４２１

　　　 H P   http://www.courts.go.jp/

裁判所事務官Ⅲ種試験

水稲病害虫防除を実施します



ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 8 月１5 日（日）14：00 ～

ホテルグランド東雲（つくば市）

② 8 月 21 日（土）　14：００～

オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）

③ 8 月２２日（日）14：00 ～

ビアスパークしもつま（下妻市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

婚活ナビ☆パーティー情報☆

　いばらき出会いサポートセンターの開催
するパーティーの予定です。お申し込み，
お問い合わせは下記まで。

7/30（金）出会い塾 de ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　ドンピッポ（水戸市）
対 象 者　年齢フリーの独身者（各 10 名）
募集開始　6/29（火）

7/31（土）みんなでしゃべらないと !! 拡大版
時　　間　13：30 ～ 17：00
場　　所　国際会議場＆エスポワール
　　　　　（つくば市）
対 象 者　50 歳以下の独身者（各 40 名）
募集開始　6/29（火）

8/1（日）ぶどう狩り TOUR in 石岡
場　　所　大場観光ぶどう園（石岡市）
対 象 者　30 歳前後の独身者（各 15 名）
※天候などの関係でぶどうの出来により開
　催できない場合があります。

8/4（水）真夏の夜にひやっと涼しく
　　　　　ドキッ×２お化け屋敷
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　20 代・30 代の独身者（各 20 名）
募集開始　7/6（火）

電話・メールにて
　お申込みください。

問・申 いばらき出会い
　　  サポートセンター
　☎ ０２９－２２４－８８８８
　 URL ：http://ibccnet.com/
　携帯 URL ：http://ccworld.jp/ibaraki-dsc/

　行方市体育協会主催によ

る教室です。風の力を利用し

て走らせるヨットを霞ヶ浦で

体験してみませんか。

　体協ヨット・カヌー部では

市所有の小型ヨットを使い、

初心者を対象にやさしく指導します。１日だけ

の参加も可能です。

期　　日　７月３１日（土）、8 月１日（日）

時　　間　午前 9 時～午後４時

対　　象　小学 4 年生以上～一般　

場　　所　行方市麻生

　　　　　天王崎「白帆の湯」前　霞ヶ浦湖岸

料　　金　６００円（保険代）

申込締切　７月２０日（火）

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）

　☎ ０２９１－３５－２１２０　 FAX  ０２９１－３５－３８５４

行方市情報メール一斉配信サービス

（メールマガジン）登録者募集中

　市のイベント情報、災害情報、不審者情報、選挙速報、市民講座情報、子育て情報、
健診等の情報について、登録いただいた皆さんのパソコンや携帯電話へ、無料でメール
配信するサービスを開始しております。
　簡単な手続きで登録できます。携帯電話やパソコンをお持ちの方はぜひご登録くださ
い。

パソコンでの受信を希望される方は、市ホームページの「情報メール一斉配信サービス
（http://www.city.namegata.ibaraki.jp/mail_service/）」から、２次元コード対応携帯電話
をお持ちの方は、以下のコードを携帯電話で読み取り、登録することができます。

※携帯電話は、こちらのアドレス
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/mobile/mail_service/　
からも登録できます。

※携帯電話の方は、事前にご自分のメールアドレスをお控えください。
※アドレス指定受信を行っている場合は、
　「name-maga@city.namegata.lg.jp」を指定してください。
※ドメイン指定受信を行っている場合は「＠ city.namegata.lg.jp」を指
　定してください。
※ 携帯電話にて「これ以上起動できません」と表示される場合は、他の
　端末機能が複数起動している恐れがあります。待ち受け画面に戻り、
　再度登録作業を進めてください。

ヨット教室参加者募集

　市教育委員会と市体育協会の共催による大会

です。水泳を通じて市民の健康・体力の増進と

青少年の健全育成を図るとともに、参加者相互

の親睦を深めることを目的に開催します。

期　　日　８月８日（日）

時　　間　午前８時３０分　受付開始　

　　　　　正午開始予定　

応募資格　市内に在住もしくは、通学する中学

　　　　　生以下の者

場　　所　市玉造 B&G 海洋センタープール

申込方法　申し込み先へ種目、氏名、年齢、　

　　　　　学年、住所及び電話番号をお申し

　　　　　込みください。

申込締切　７月３１日（土）

問・申 玉造 B ＆G 海洋センター

　☎ ０２９９－５５－３２１１FAX  ０２９９－５５－３２１２

ウォータースポーツ大会

　行方市食生活改善推進員をご存

知ですか？

　食の安全が取りざたされている

現在の社会状況の中、食に関する

知識を深めて地域に密着したボラ

ンティア活動をしてみませんか！

　7月から養成講座（調理実習、運動など）を

開講する予定です。お申し込みは、健康増進課

（北浦保健センター）へお願いいたします。

皆様の参加をお待ちしています！

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　☎ ０２９１－３4－6200 FAX  ０２９１－34－6003

行方市食生活改善推進員
を募集します

茨城県介護支援専門員
実務研修受講試験

　実務研修を受けるための専門的知識等の有

無を確認するもので、合格者は、研修を受講す

る資格が得られます。研修を修了し、県に登録

されてはじめて介護支援専門員となります。

試験期日　１０月24 日（日）午前１０時開始

受験資格　保健・医療・福祉の分野で通算５

年以上かつ 900 日以上又は通算10 年以上かつ

1800 日以上の実務経験を有する方。

◇茨城県で受験できる方

①受験資格を有し、現在県内で受験資格対象

　の業務に従事している方。

②現在受験資格対象業務に従事していないが、

　過去の実務経験により受験資格を有し、住

　所が県内にある方。

※詳細な条件は国家資格等の有無、勤務先、

　従事業務内容等により異なるので受験案内参

　照のこと。

受験願書の受付　６月18日（金）～7月16日（金）

問・申 茨城県社会福祉協議会　福祉人材・研修部

　　　☎ ０２９－２４３－８５３９

採用予定人員　若干名

第１次試験日時

９月19 日（日）午前 9 時開始

場　　所　鹿行広域消防本部（鉾田市安房

1418-15）※第 2 次試験は、10 月 24 日（日）　

に第 1次試験の合格者を対象に実施します。

受験資格　昭和 61 年４月2 日から平成 5 年 4

月１までに生まれた者で公務員として必要な高

校卒業程度の一般知識を有し、消防吏員として

職務遂行に必要な体力及び健康を有するもの。

　ただし日本国籍を有しないもの及び地方公務

員法第 16 条の欠格条項に該当する者は受験で

きません。

申込方法　所定の受験申込書に必要事項を自

筆で正確に記入し、写真を貼って、申し込み期

間中に鹿行広域消防本部又は管内の各消防署

（鉾田消防署・潮来消防署・行方消防署）へ持

参してください。

受付期間　7月16 日（金）～ 8 月16 日（月）

※受験票は、第 1次試験のおおむね 1週間前

　に郵送します。

試験方法

１次　教養試験（高等学校卒業程度）・適正検査・

　　　作文試験

２次　身体・体力検査、口述試験

※受験申込書は、鹿行広域消防本部及び管内

　の各消防署、各出張所にあります。

問・申 　　行方消防署　☎ ０２９１－３５－０１１９

　　　麻生出張所　☎ ０２９９－８０－６１１９

　　　玉造出張所　☎ ０２９９－３６－２７９９

鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験

申込受付期間

７月１日（木）～８月１８日（水）

第１次試験日（教養試験・論文試験）

９月19 日（日）

受験資格

警察官 A

昭和 56 年 4 月2 日以降に生まれた人で、学校

教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業し

た人若しくは平成 23 年３月 31日までに卒業見

込みの人又は人事委員会がこれと同等と認める

人。

警察官 B

昭和 56 年４月２日から平成５年４月１日までに

生まれた人で、警察官 A に受験資格に該当しな

い人。

警察官採用説明会の開催

７月４日（日）午後1 時～3 時まで

　行方警察署 3 階会議室で、警察官採用説明

会を開催します。希望者は行方警察署警務課

までお問い合せください。

問・申 茨城県警察本部警務課☎ ０２９１－３１４０５８

行方警察署警務課　☎ ０２９９－７２－０１１０

茨城県警察官募集


