
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 11月 1日　№ 44

ふれあいランド親水公園にて

　　　　　　イルミネーションを実施します

家庭で使われなくなった電飾を提供していただ

ける方を募集します。また飾り付けの腕前を披

露したい方を募集いたします。

実施期間　１２月１日から１２月２８日

１１月のイベント案内

ストーンペインティングの体験（土・日・祝）

　水の科学館子供広場

「見て！触って！体験！実験！コーナー」

　水の科学館ラウンジ

○月替わりで設置しています。

親水公園では、ふわふわみずまる君、および模

擬店などを設置しています。

フラワーアレンジメント教室

１１月２０日 ( 土 ) 午後２時～３時３０分

水の科学館ラウンジにてクリスマスフラワーアレ

ンジを行います。

参加費用：１５００円（入館料込）

申込方法：電話にて予約を受け付けます。

リンリン・サイクリング参加者募集について

対象年齢　小学５年生以上

日　　時　１１月２1日 (日) 午前９時～午後４時

行　　先　あそう温泉「白帆の湯」

参加費用　高校生以上　２０００円

　　　　　小学５年～中学生以下　１５００円

自転車はレンタサイクル多種あります。また持ち

込み可能です。あらかじめ予約、申し込みをお

願いします。

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

　シベリア戦後強制抑留者に対する特別給付金

の請求受付が、平成２２年１０月２５日（月）から

始まりました。

・対象者は、戦後強制抑留者で平成２２年６月　

　　１６日に日本国籍を有するご存命の方です。

・請求受付期間は、平成２２年１０月２５日～平成

　　２４年３月３１日です。

・当基金から請求書類をお送りいたします。まだ、

　お手元に届いていない方は、当基金にお電話　

　ください。

問 独立行政法人　平和祈念事業特別基金

　事業部特別給付金担当

０５７０－０５９－２０４（ナビダイヤル）

（ＩＰ電話、ＰＨＳからは０３－５８６０－２７４８）

受付時間　平日９：００～１８：００

（土曜、日曜、祝日はご利用いただけません）

　多重債務者を対象に、無料法律相談会を開

催します。借金問題でお困りの方は、是非ご相

談ください。弁護士、司法書士、消費生活相

談員が相談に応じます。（秘密厳守）

期　　日

１１月２５日（木）桜川市役所岩瀬庁舎

１１月２６日（金）茨城町役場

１１月２９日（月）日立市女性センター

１１月２９日（月）常総市水海道公民館

１２月　１日（水）阿見町役場

１２月　２日（木）神栖市中央公民館

１２月　３日（金）茨城県水戸合同庁舎

１２月　４日（土）茨城県水戸合同庁舎

１２月　７日（火）坂東市岩井公民館

１２月１１日（土）牛久市役所

時　　　間　午前１０時～午後４時

対　　　象　多重債務者

応募資格　特になし

人　　数　

水戸会場２０人～３０人、桜川会場・神栖会場２０人

日立会場・牛久会場１５人、

常総会場・阿見会場・坂東会場１０人、

茨城会場 5人※事前予約制（先着順）

申込方法　事前に県生活文化課（☎ 029-301-　

　2829）へお申し込みください。

申込締切　１１月２4日（水）※定員になり次第締め切り

問 茨城県生活文化課

　 ☎ ０２９－３０１－２８２９　 FAX  ０２９－３０１－２８４８

　行方市商工観光課　☎ ０２９１－３５－２１１１

多重債務者向け無料法律相談会

戦後強制抑留者の皆様へ

　職場における男女差別やセクハラ、夫やパー

トナーからの暴力、ストーカー行為などの女性

に対するあらゆる人権侵害について相談を受け

付けています。※秘密は厳守いたします。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

期　　間　11月15 日（月）～21日（日）

時　　間　午前８時 30 分～午後7 時まで

　　　　　※ただし、土曜日、日曜日は午前

　　　　　10 時から午後５時まで

電話番号　0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）

相　　　　　談　　　　　　員　人権擁護委員・法務局職員

問 水戸地方法務局人権擁護課

　 ☎ ０２９－227－9919

あなた一人で悩んでいませんか

個人事業者に対する
決算説明会のお知らせ

　税務署では、所得税の決算書や収支内訳書

の作成方法や作成に当たっての注意点などにつ

いて、次のとおり説明会を開催いたします。

　なお、決算書や収支内訳書は、所得税の確

定申告書に同封（平成 23 年１月頃発送予定）

して送付することとしておりますが、昨年電子

申告をされた方には確定申告書、決算書及び収

支内訳書共に送付されません。

　説明会で使用する資料は、当日、会場で配

布いたします。

開催日 開催時間 会場
12月 1日（水）13：30 ～ 神栖市中央公民館

12 月 2日（木）13：30 ～ 鉾田市役所敷地内
鉾田市福祉事務所

12 月 6日（月）10：00 ～ 鹿嶋市商工会館
12 月 7日（火）13：30 ～ 行方市麻生公民館
12 月 8日（水）13：30 ～ 潮来市立中央公民館

※講師は税務署職員です。

※説明はすべて同じ内容（所要時間２時間程度）

ですので、どちらの会場に出席していただいて

も結構です。

※主に営業所得・不動産所得のある方を対象と

した説明会ですが、農業所得のみのある方が

おいでいただいても結構です。

ご不明の点につきましては、お気軽に担当部門

までお問い合わせください。

問 潮来税務署　個人課税第一部門

　☎ ０２９9－66－７５１０

平成 23 年度一般廃棄物（家庭ごみ）
収集運搬業務受託業者募集

業務内容

（１）行方市内のごみ集積所に排出される可

燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、有害ごみの収

集運搬業務

（２）収集区域は①麻生地区②玉造地区③北

浦地区、３地区について募集します。

※その他詳細については業務説明会（平成

22 年 12 月上旬予定）で説明します。

募集条件

（１）行方市に住所を有する個人又は事業所、

営業所を有する法人であること

（２）市税等に未納がない者

（３）直接業務を遂行できる者であること

（４）廃棄物の処理及び清掃に関する法律を

遵守出来る者

募集期限

１１月３０日（火）午後５時

募集方法

直接又はお電話でお申し込みください。

※土日祝祭日は受付ません。

問 環境課（北浦庁舎）　☎ ０２９1－35－２１１１

製造事業者の皆様へ

ー統計調査にご協力くださいー

　平成２２年工業統計調査を１２月 31日現在で

行います。

　調査の実施に当たっては、本年１２月から来

年１月にかけて調査員がお伺いします。

　なお、調査票に記入していただいた内容につ

いては、統計法に基づき秘密が厳守されますの

で、正確なご記入をお願いします。

問 企画課（麻生庁舎）　☎ ０２９9－72－０８１１

URL http://www.meti.go.jp/statistics/

ストックヤード設置のお知らせ

　ダンボール・新聞・雑誌のストックヤードを「吉

川農村集落センター」に設置しました。分別収

集にご協力ください。

搬　　　　　入　　　　　日　毎週土・日曜日

搬入時間　午前８時～午後５時まで

搬　　　　　入　　　　物　新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パック

問 環境課（北浦庁舎）　☎ ０２９１－３５－２１１１

父子家庭の皆様へお知らせ

　児童扶養手当受給には、申請が必要です。

支給要件を確認し、１１月３０日までに手続き願

います。（最大で 8 月分から支給。）

居住・所得等により支給にならない場合もあり

ます。１１月３０日を過ぎると、「申請の翌月分」

からの支給になります。

必要書類・申請受付は

麻生庁舎　１階　総合窓口

北浦庁舎　１階　総合窓口

玉造庁舎　１階　社会福祉課児童福祉ｸ ﾙ゙ ﾌーﾟ

問 社会福祉課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

浄化槽の清掃はお早めに！

　麻生地区・北浦地区の皆様へお知らせします。

年末にかけて麻生衛生センターが大変混み合い

ます。浄化槽の清掃は早めに許可業者に依頼し

てください。

問 環境課（北浦庁舎）　☎ ０２９１－３５－２１１１

国勢調査ただいま集計中！
☆国勢調査へのご回答ありがとうござ
　いました。
☆皆さんの調査票は、厳重な管理の下、
　現在集計中です。
☆もうすぐ、平成 22 年 10 月１日現在
　の日本の人口が明らかになります。

総務省・茨城県・行方市

　厚生労働省では、長時間労働の抑制等の労

働時間適正化を図るため、11月1日（月）から

30 日（火）までを「労働時間適正化キャンペーン」

期間とし、労使をはじめとする関係者に対して、

広く周知・啓発等を行い、その主体的な取り組

みを促進しています。

11 月 1 日～ 30 日は
「労働時間適正化キャンペーン」期間です



第 5 回行方市混合バレーボール
大会参加チーム募集

募　　集

受験種目　陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格　平成２3 年４月１日現在、１５歳以上１７

歳未満の男子で、中学校卒業者または

中等教育学校の前期課程修了者（平成

２3 年３月見込みの者を含む。）

受付期間　１１月１日（月）～１月７日（金）締切日必着

試験期日　１次  １月22日（土）・２次  ２月5日（土）

～ 8 日（火）までの間の指定する１日

試験場　受付時または受験票交付時にお知らせ

します。

試験内容　１次　筆記試験、作文

　　　　２次　口述試験及び身体検査

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　 ☎　０２９９－５２－１３６６

自衛官募集

行方市民インディアカ大会
参加チーム募集

　誰でも気軽に楽しむことのできるニュースポー
ツとして、インディアカの普及・発展を目的とし
て開催します。
日　時　12 月 5 日（日）午前 9 時開会
参加資格　市内在住・在勤の中学生以上の女性
場　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター　アリーナ
参加料　1 チーム　１，０００円（代表者会議時に納入）
申込方法　申込用紙は各運動場にあります。
申込期限　　　11 月 25 日（木）　　　
◎代表者会議　１１月２5 日（木）午後７時（北

浦体育館２F 会議室）
※出場するチームの代表者は必ず出席してください。
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

日　時　１２月１2日（日）午前８時３０分集合
　　　　午前９時試合開始
参加資格　市内在住在勤者で構成したチーム（生

徒・学生を除く）
場　所　麻生運動場ほか
参加料　1チーム　１，０００円（代表者会議時に徴収）
申込方法　申込用紙は各運動場にあります。
申込期限　11月24 日（水）午後５時
◎代表者会議１２月 3 日（金）午後７時３０分
　（北浦体育館２F 会議室）
※出場するチームの代表者は必ず出席してください。
試合方法　予選　ブロックリーグ戦（予定）
　　　　決勝　トーナメント戦（予定）
　　　　ルール　9人制バレーボール
　　　　（コート上９人のうち３、４人が男性）
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

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。お申込み，お
問い合わせは下記まで。

12/4（土）みんなでじゃべらないと！
　　　　　　　　　　　　　　拡大版 in 大洗
時　　間　10：30 ～ 17：00
場　　所　大洗パークホテル（大洗町）
対 象 者　30 歳以上の独身者（各 20 名）
募集開始　11/4（木）

12/5（日）働く男女のふれあいＳＴＯＲＹ
時　　間　14：00 ～
場　　所　ワークプラザ勝田（ひたちなか市）
対 象 者　50 歳以下の独身者（各 50 名）
募集開始　11/9（火）

12/18（土）ボウリング＆ふれあいパーティー！
時　　間　14：00 ～ 17：00
場　　所　下館ミナミボウル＆
　　　　　　　ゲストハウス湖畔閣（下館市）
対 象 者　30 歳～ 45 歳の独身者（各 16 名）
募集開始　11/16（火）

12/23（木・祝）レッツ♪クッキング！
　　　　外は寒くてもハートはＨＯＴに！
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　30・40 代の独身者（各 20 名）
募集開始　11/18（木）

12/24（金）クリスマスふれあいパーティー！！
　　　　　　　　いつもよりちょっとオシャレして
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
対 象 者　40 歳以下の独身者（各 30 名）
募集開始　11/25（木）
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/

なめがたベジ鍋コンテスト
オリジナル鍋料理募集中！

　行方市内で生産される野菜を中心とする豊富な

食材を利用したオリジナル鍋料理を募集しています。

個人だけでなくグループや家族でも応

募が可能なので、我が家自慢の鍋な

どふるってご応募ください。

対　　象　県内在住の方

　　　　　※プロの方の応募はご遠慮ください。

申込方法　所定の応募用紙にご記入の上、ご

　　　　　応募下さい。市 HP や各庁舎等にあ

　　　　　ります。

申込締切　11月 30 日（火）

※応募内容、応募方法等の詳細はお問い合わ

　せください。

問 なめがた食彩マーケット会議（事務局：農林水産課）

 ☎ ０２９－３５－２１１１　 FAX  ０２９１－３５－３２５８

　市内の園児・児童の絵画・書の作品を展示し

ます。

期　　日　１２月10 日（金）～19 日（日）

　　　　　※１２月13 日（月は除く）

時　　間　午前９時～午後５時

展示作品　市内幼稚園　絵画の部

　　　　　市内小学校　絵画の部・書の部

展示会場　行方市麻生公民館　体育室

主　　催　行方市教育委員会

問 麻生公民館　 ☎ ０２９９－７２－１５７３

第 5 回　
行方市『輝く未来展』開催

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座

＜パワーポイント活用＞

実施期日　平成２３年１月２０日（木）・２４日（月）

　　　　　２５日（火）・２７日（木）・３１日（月）

時　　間　午後６時～午後９時

内　　容　パワーポイントの基本操作

　　　　　プレゼンテーションの作成技法

　　　　　アニメーションの設定

定　　員　１０名（抽選）

受　　　　　講　　　　　料　２，９００円（テキスト代等含む）

応募期間　１１月２２日（月）～１２月２２日（水）

申込方法　往復はがき（１講座につき１人１枚

※連名不可）に①講座名②郵便番号③住所④

氏名（フリガナ）⑤昼間の連絡先と電話番号を

記入の上、応募期間中に申し込みください。

※申し込みの締切は、応募期間中の最終日必

着とします。

問 鹿島産業技術専門学院

〒 311-2223　鹿嶋市林５７２－１

 ☎ ０２９９－69－１１７１　 FAX  ０２９９－６９－６４５５

　放送大学はテレビやラジオの放送を通して学

ぶ遠隔教育の大学です。働きながら学んで大学

を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な

目的で、幅広い世代の方が学んでいます。

　ただいま平成 23 年　４月入学

生を募集しています。詳しい資

料を無料で送付致しますので、

お気軽にお問い合わせください。

○募集学生の種類

ー教養学部ー

科目履修生（６ケ月在学し希望する科目を履修）

選科履修生（１年間在学し希望する科目を履修）

全科履修生（４年以上在学し卒業を目指す、又は

１年以上在学し希望する科目を履修）

ー大学院ー

修士科目生（6ケ月在学し、希望する科目を履修）

修士選科生（１年間在学し、希望する科目を履修）

○出願期間

平成２２年１１月１５日～平成２３年２月２８日

（インターネット出願は１１月１５日より受付開始）

※資料請求（無料）問い合わせは下記まで。

問 放送大学茨城学習センター

☎ ０２９－２２８－０６８３ URL ：http://www.ouj.ac.jp

放送大学４月入学生募集

　ＮＨＫ学園には、趣味・教養から語学・資格

まで、幅広いジャンルの講座が 200 コース以上

あります。通信講座で新しい趣味・スキルを身

に付けてみませんか？まずは無料の案内書をご

請求ください。

募集内容　生涯学習通信講座

　　　（趣味から資格まで全 200 コース以上）

募集期間　通年申込を受け付けています。

　　　　

問 ＮＨＫ学園　☎０４２－５７２－３１５１（代表）

案内請求フリーダイヤル☎０１２０－０６－８８８１

ＮＨＫ学園　受講生募集中！

有機有機肥料で安全で安心な農業を

有機肥料を使用してみませんか

　玉造有機肥料供給センターは、地域循環

型農業推進の一環として耕畜連携を推進し、

有機肥料を生産供給、施肥による土壌改良

促進を図っています。

　この肥料は、し尿・浄化槽汚泥及び牛・

豚家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭によ

る優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・牛豚

混合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受けて

います。

　利用している農家の皆さんにも大好評です。

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
１５kg 袋詰　２００円

バラ売り

１kg当たり　　１０円

家庭菜園にも、プランターにも庭木の肥料に

も最適です。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
主要作物　玉ねぎ・ゴボウ・里芋・飼料作物・

その他

問　行方市玉造有機肥料供給センター

　 （玉造甲 6497 番地 3）

　 ☎ ０２９９－３６－２４１１

　 FAX  ０２９９－３６－２９１１

無料で散布していま
す！ぜひご利用くだ
さい。


