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お 知 ら せ

　「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 CO2 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

　☎ 029-301-4021　 FAX  029-301-4039

１０月は木づかい推進月間です 　ＮＰＯ法人茨城県中途失聴・難聴者協会で

は、鹿嶋市福祉まつりにおいて“聞こえについ

ての役立つ情報やコミュニケーション支援のＰ

Ｒ”を行います。

①支援に関する講演会

②開催市の福祉制度

③難聴者の体験発表と要約筆記の話

④補聴器の話しと補聴器の個別相談会

⑤よりよい聞こえのための生活機器の展示

期　　日　１０月２４日（日）

時　　間　午前１０時～午後 4 時

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）

料　　金　無料

申込方法　直接 10 月11日までに個別相談会

　　　　　希望の有無を記載しＦＡＸにて申し

　　　　　込み

問・申 ＮＰＯ法人　茨城県中途失聴・難聴者協会

　☎ 029-857-5138　　 FAX  029-857-5138　

難聴者生活のサポート事業

閣僚会議　１１月１０日（水）～１１月１２日（金）

首脳会議　１１月１３日（土）～１１月１４日（日）

　11月１０日（水）から11月14 日（日）の間、

横浜市みなとみらい地区のパシフィコ横浜にお

いて APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議・

閣僚会議が開催されます。

　APEC 首脳会議等開催期間中は、警備に伴う

交通規制が予定されていますので、交通混雑が

予想されます。　横浜市を中心に首都圏へお出

かけの際は、公共交通機関を利用するなど、マ

イカー等による首都圏への乗り入れを自粛する

様お願いします。

皆様のご理解・ご協力をお願い致します。
問 茨城県行方警察署　☎ ０２９９－７２－０１１０

行方警察署からのお知らせ
～ＡＰＥＣ開催期間中についてのお願い～

地デジ (国の事業）とブロードバンド（市の事業）は違います！
国の施策により、来年 2011 年 7 月にテレビ放送は従来のアナログ放送から地上デジタル放送に

完全移行します。これは、平成 13 年７月の国会で国の法律として決定されました。

行方市は、東京・水戸・佐原・鹿嶋などの放送局から遠い場所に位置していること ( 弱電界 )、

地上デジタル (UHF) の電波特性として、山などの地形の影響を受けやすいこと等によりテレビが

視にくい難視地区が多い地域となっています。

（国では、スカイツリーの完成によりほとんどが解消するという認識です。）

難視地区の該当世帯へは、国から各世帯に地上デジタル放送を衛星で受信するための BS チュー

ナと BS パラボナアンテナの設置 ( 無料 ) についてのご案内が直接送付されています。

また、特に地形等の影響でデジタル放送を視ることが出来ない世帯の方は、総務省地デジコール

センター（℡０２９－３０７－０１０１）に直接お問い合わせいただくと、国側で電波測定調査

を実施し、難視と認定された場合、上記の BS パラボナアンテナの設置等の対策を国側で実施し

ます。（ただし、BS パラボナアンテナでの地デジ受信期間は 2015 年 3月末までとなっています。

ブロードバンドでテレビを見ることもできます。

（有料：フレッツ 1回線につき最大 2台まで）

テレビを見るためには、インターネット基本料金（約 6,000 円）のほかに料金（約 1,500

円）が必要になります。

◇ブロードバンド整備に関するお問い合わせ

　　行方市役所企画課　0299-72-0811難視世帯には、地上デジタル放送を衛星から受信するＢＳパラボナアンテナとＢＳチューナが国から

無料で配布されます。（１世帯 1台分、有料で最大で 3台まで受信可能。）

地デジ ブロードバンド
光ブロードバンドは、行方市が光ファイバケーブル幹線を整備し、これを NTT に貸し出すことによって（IRU

契約）、ブロードバンド（インターネット）の環境を整備する事業です。

光ケーブルは、市の所有ですがブロードバンドサービスは、NTT 東日本が実施します。

( サービス提供開始は、来年 2011 年 3月末を予定しております。) ブロードバンドでは、インターネット接続の

ほか、オプションサービスとして IP 電話、光 TVなどのサービス ( 有料 ) を受けることができるようになります。

お問い合わせ先はお間違いのないようにお願いします。

茨城県行政書士会
無料相談会・電話相談

　行政書士が、面談により、遺言、相続、各

種許認可等の行政手続き相談など、暮らしと役

所の諸手続きに関する相談にお答えします。

【無料相談会】

期　　日　１０月１６日（土）

時　　間　午前１０時～午後４時

場　　所　鹿嶋市ショッピングセンター2 階催事場

　　　　　潮来市立中央公民館 3 階

【電話相談】

期　　日　１０月３日（日）１０日（日）

時　　間　午前１０時～午後３時

電話番号　☎０２９－３０５－３７３１

問 茨城県行政書士会事務局（水戸市）

　☎ 029-305-3731　

　ふだん、歯医者さんに聞けないこと、歯に関

する悩みや質問を無料で電話相談に応じます。

　匿名で結構ですのでお気軽にお電話くださ

い。歯科医師が相談に応じます。

期　　日　１１月７日（日）

時　　間　午後１時～４時

電話番号　☎０２９－８２３－７９３０

　　　　　☎０２９－８３５－０７３７

主　　催　茨城県保険医協会

歯の何でも電話相談

　道路交通状況を全国規模で調査する「道路

交通センサス」が行われます。車の利用状況を

調べる自動車起終点調査では、無作為に選定

させて頂いた所有者のお宅に調査員が訪問しま

す。調査へのご協力をお願いします。

実施期間　９月上旬～１１月下旬（予定）

問 国土交通省常陸河川国道事務所調査第２課

　☎ 029-240-4061　

道路交通センサスに
　　　　　ご協力ください

茨城県社会保険労務士会
無料電話相談

　茨城県社会保険労務士会では、毎週木曜日

に無料相談を実施しています。

　労災・退職金・賃金などの労働問題の他、年

金相談など社会保険労務士が直接相談に応じ

ます。

【社労士会「労働・年金」相談センター】

期　　日　毎週木曜日（祝日除）

時　　間　午前１０時～午後３時

※電話または面接にて。無料です。

問・申 茨城県社会保険労務士会

水戸市本町 3-20-8 本町壱番館ビル２階

☎ 029-226-3296　

　医療や介護サービスの利用で困っていること、

費用や保険料負担で困っていること、負担軽減

策などお気軽にご相談ください。

期　　日　１０月２３日（土）

時　　間　午前９時３０分～１２時３０分

電話番号　☎０２９－８２３－７９３０

回 k　　答　　　　者　ケアマネージャー、ケースワーカー、

　　　　　医療・福祉団体のスタッフ

料　　金　無料

主　　催　茨城県社会保障推進協議会

国保・医療・介護なんでも電話相談室

◇ブロードバンドサービス（フレッツ光）に関するお問い合わせ

　　ＮＴＴ東日本－茨城（コンシューマ営業部門）

　　フリーアクセス　０１２０－９８０９８０

難視世帯



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。
10/17（日）みんなで作ろう !

　　本格蕎麦打ち体験＆ティーパーティー

時　　間　10：00 ～ 16：00

場　　所　奥久慈茶の里公園　

対 象 者　50 歳以下の独身者

募集開始　9/17（金）

10/24（日）レッツクッキング！！

時　　間　10：00 ～ 14：00

場　　所　中川学園調理技術専門学校 （水戸市）

対 象 者　20 代・30 代の独身者

募集開始　9/24（金）

10/29（金）素敵な予感！

　　　　　　　　ハロウィンパーティー

時　　間　19：00 ～ 21：00

場　　所　三の丸ホテル（水戸市）

対 象 者　男性 28 歳～ 40 歳の独身者

　　　　　女性 25 歳～ 40 歳の独身者

募集開始　9/28（火）

10/30（土）涸沼バーベキューパーティー

時　　間　10：00 ～ 14：00

場　　所　

茨城町立涸沼自然公園

対 象 者　

年齢フリーの独身者

募集開始　9/27（月）

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/

行方版　

みんなでしゃべらないと！

婚活情報！

期　　日　1１月６日（土）

時　　間　午後１時３０分～（受付１時～）

場　　所　アジュール鹿嶋ウエディングハウス

募集人数　３２名（男女各１６名）

対象年齢　概ね３０歳～４５歳までの未婚の男女

時　　間　３時間程度

内　　容　パーティー（軽食付き）

自己紹介・カードトーク（テーマトランプを

使ったトーク）・フリートーク

会　　費　男性４，０００円、女性２，０００円

　　　　　※女性の方にはお土産付

申込期間　１０月８日～１０月２２日

共　　催　いばらき出会いサポートセンター

問・申 行方市企画課（麻生庁舎）

☎ ０２９９－７２－０８１１     FAX  0299－７２－３２２６

各種スポーツ大会参加者募集

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

○ふれあいソフトバレーボール秋季大会○

種　　目　

ウィメンズクラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）女子のみ

フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

※男子がチームに入る場合は２名以内とする。

ブロンズクラス（３０歳代の男女と４０歳以上の男女それぞれ１人）

シルバークラス（４０歳代の男女と５０歳以上の男女それぞれ１人）

ゴールドクラス（５０歳以上の男女それぞれ２名）

※すべてのクラスで監督を含め８名以内で構成

　されたチーム

期　　日　１０月２４日（日）

時　　間　午前８時　開会式

場　　所　北浦運動場体育館

参　　　　　加　　　　　料　１チーム　２，０００円（大会当日徴収）

申込方法　申し込み用紙は各運動場にあります。

申込締切　１０月１４日（木）

その他 組合せ、ブロック割、試合順等に関し

ては大会事務局で行います。

○社会人サッカー大会○

期　　日　１１月２１日 (日)・２８日（日）

時　　間　試合開始　午前９時

応募資格　市内在住・在勤者

場　　所　北浦運動場第１グラウンド

　　　　　玉造運動場グラウンド

参　　　　　加　　　　　料　１チーム　３，０００円

　　　　　（代表者会議時に徴収）

申込方法　参加申込書は市内各運動場にあり

　　　　　ますので，必要事項を記入の上、　

　　　　　体育協会事務局までお申し込みください。

申込締切　１１月８日（月）

競技規則　現行日本サッカー協会競技規則に

　　　　　準ずる。

代表者会議　１１月１１日（木）午後７時３０分より

　　　　　北浦体育館（会議室）※参加チーム

　　　　　代表者は，出席願います。

　高須崎公園、高須崎公園体験農場及び高須

崎交流センターの指定管理者を募集します。

募集要項等の配布については、市のホームペー

ジ及び都市計画課窓口で配布しております。

要項配布期間　９月２７日～１０月２５日

申請受付期間　９月２７日～１０月２9 日

問・申 都市計画課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

募　　集

○行方市バスケットボール大会○

期　　日　１１月２１日 (日)

応募資格　市内在住在勤する高校生以上の男・女

　　　　　　※１チーム８名以上とする。

場　　所　北浦運動場　体育館

参　　　　　加　　　　　料　１チーム１，０００円（大会当日徴収）

申込方法　申込用紙は市内各運動場にあります。

申込締切　１１月 9 日（火）午後５時

・組合せは当日抽選とします

・試合時間及び試合形式は事務局で決定します。

指定管理者を募集します

　地域の方 と々行政担当者が霞ヶ浦湖岸をとも

に巡視し、意見交換・情報交換を行う「霞ヶ浦

ふれあい巡視」を開催します。

●開催日時　

第１９回　１０月９日（土）

第２０回　１０月１７日（日）

午前８時４０分～午後４時  

●集合、解散場所

国土交通省霞ヶ浦河川事務所   

●募集人員　１５人※対象年齢１８歳以上。

●応募〆切　

第１９回　１０月１日（金）

第２０回　１０月８日（金）消印有効

■注意事項

小雨決行です。昼食は各自でご持参ください。

運動しやすい服装でご参加ください。

●応募方法　官製はがきに「第○○回霞ヶ浦

ふれあい巡視参加希望」と記載し、代表者の

①住所②電話番号③全員の氏名④年齢⑤性別

⑥職業をご記入の上、応募先までお送りくださ

い。 

問・申 〒 311-2424　潮来市潮来 3510 国土交

通省関東地方整備局霞ヶ浦河川事務所調査課

「第○○回霞ヶ浦ふれあい巡視」係　　 

☎０２９９－６３－２４１５

「霞ヶ浦ふれあい巡視」参加者募集

期　日　１０月１４日（木）

時　間　午後１時～３時 30 分

場　所　鹿島セントラルホテル

　　　　（神栖市大野原 4-7-11）

問 茨城県鹿嶋市宮中 1995-1ハローワーク常陸

鹿嶋　☎ 0299-83-2318　 FAX  0299-82-6028

障害者就職面接会

　地域の皆さんの手により、公共の場を緑化

し、緑豊なまちづくりへの意識を持ってもら

うことを目的とします。

 今回配布する花苗の種類は今のところ未定

ですが、数種類の中から選択してもらいま

す。１団体あたり２００本程度。

応募資格　活動をしている町内会・商店会・                    

　　　　　子ども会・老人会等の団体のみ

人　　数　２０団体まで

場　　所　集落センターや道路沿いなどの公

共性の高い場所

料　　金　無償配布

申込方法　申請書を記入していただきます。

　　　　　電話または直接お越しください。

申込締切　10 月 20 日

問・申 農林水産課（北浦庁舎）

　☎ ０２９１－３５－２１１１

花苗等を配布します

生ごみ処理容器購入費
補助制度のお知らせ

～自家製堆肥を作成し、ごみ減量化（ＣＯ２削減）

に協力しながら家庭菜園や草花の育成に役立て

てみませんか！～

　市では、各家庭から排出される生ごみの減

量、および資源の再利用の意識の高揚を図るこ

とを目的に、生ごみを減量化し、堆肥化させる

容器を購入する市民に対して、下記のとおり補

助金を交付いたします。

＊購入した生ごみ処理機等の上限は下記のとお

りです（消費税を除き、１００円未満は切り捨て）

補助対象器 補助金額

コンポスト容器
（土壌の表層に設置、土中の
微生物の活動を利用する等の
方式による生ごみ処理容器）

１世帯につき２基まで
（上限３，０００円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

密閉型発酵容器
（密閉型で生ごみ発酵剤
を使用する等の方式によ
る生ごみ処理容器）

１世帯につき２基まで
（上限 2，０００円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

電動式生ごみ処理器
（電動式で、細かく切り、
乾燥式、バイオ式等の方
法による生ごみ処理容器）

１世帯につき 1 基まで
（上限 20,000 円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

＊補助対象者条件：行方市に住民登録又は外

国人登録をし、市税等完納している方

＊申請手順等：生ごみ処理容器を購入後、領収

書【ただし、商品名（コンポスト等）が明記

されたもの】・保証書のコピー（電動式生ご

み処理機のみ）・印鑑および補助金を振り込

む金融機関の口座番号等控え ( 郵便局は除

く) を持参の上環境課まで

問・申 環境課（北浦庁舎）

　☎ ０２９１－３５ー２１１１　 FAX ０２９１－３５－３２５８

里山整備機械の貸し付けおよび
講習会の開催について

　貸し付けにあたり、市で開催する機械の講習会を

受講していただくこととなりますので、貸し付けを希望

される方は、講習会へご参加ください。

貸し付けする機械　草刈機２台　チッパー１台

日　時　10 月23 日（土）1月28 日（金）

　　　　午後1時30分～　※1時間程度です。

場　所　北浦庁舎　駐車場

料　金　講習会参加料は無料です。

貸付料　草刈機　　1日1,000 円

　　　　チッパー　1日 4,000 円

申し込みは必要ありません。直接お越しください。

問 農林水産課（北浦庁舎）

　　☎ ０２９１ー３５ー２１１１

地区懇談会を開催します！　11/13（土）北浦公民館・11/14 日（日）玉造公民館・11/20（土）麻生公民館【時間　午後７時～９時】　くわしくは 11 月号の市報でお知らせします。
　


