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霞ヶ浦ふれあいランド
イベント情報

お 知 ら せ

さあ！ネットで申告　e-Tax
所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください。

＜e-Tax のメリット＞

○国税庁ホームページから電子申告

○最高 5,000 円の税額控除

○添付書類の提出省略

○還付金がスピーディー

○２４時間いつでも利用可能

※電子証明書の取得や IC カードリーダライタの

　購入などの事前準備が必要です。

　詳しくは e-Tax ホームページをご覧ください　

URL 　www.e-tax.nta.go.jp

参加者募集中！

フラワーアレンジメント体験

ひな祭りアレンジに挑戦しよう！

期　　日　２月19 日（土）

時　　間　午後２時 ～３時３０分

参　　　　　加　　　　　　費  １，５００円 

対　　　　　　象　　　　　者　小学生以上

募集締切　2 月18 日（金）

定　　員　20 名程度 （小学生は保護者同伴）

申込方法　電話・FAX・E-mail でお申し込みく

　　　　　ださい。

週末イベント！

◇わかさぎを観察しよう！◇

わかさぎ釣りに挑戦してみよう（有料）！

場　　所　水の科学館階段下　三連水車前

※状況により実施できない場合があります。

◇こども広場お楽しみイベント◇

【ストーンペインティング体験】など

【みずまるくんと握手】午後２時３０分～３時

みずまるくんと記念撮影ができます♪

カメラをお持ちください！

水郷なめがた水辺の里
　　　　写真コンクール展示

２月1日（火）～１３日（日）
ふれあいランド　科学館ロビー

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）

障害者の自立『働く力』
　　　　支援を応援してください

　企業や事業所に雇用され就労

している障害者は、年々増加して

います。それでもまだ多くの障害

者は施設や作業所等の福祉作業

所で働いています。これらの働く

場は、長引く不況の影響を受け

安定した作業（軽作業・清掃等の受注）量の確

保が困難な状況下にあります。

　茨城県では平成１９年度から、福祉施設で働

く障害者の『工賃倍増５ヵ年計画』をスタート

させ、更に２２年４月には企業・事業所と福祉

作業所を繋ぐための県の共同受発注センターを

開設しました。

企業・事業所・組合・諸団体の皆様へのお願い

　障害者を雇用することだけではなく、軽作業・

清掃作業等の発注や業務委託によっても、障

害者の自立に寄与していただけます。今回新し

くスタートした発注促進の税制もご利用いただ

ける場合もございます。同センターをお気軽に

ご利用いただき、より多くの障害者の『働く力』

が社会に活用され、彼らの社会参加と自立が一

層促進されますよう、皆様のご理解とご支援を

お願いします。

※なお、施設の自主生産物の販売も行っていま

　す。作業内容等の明細と合わせ、下記のホー

　ムページに記載しています。

問 社団法人　茨城県心身障害者福祉協会

　＜共同受発注センター＞

〒310-0851　茨城県水戸市千波町 1918

茨城県総合福祉会館１階

☎ ０２９－２４４－７４６１　 FAX  ０２９－２４３－４４２９

H P 　http://www.harness.jp/kyodo/

　就労・生活・修学資金等、ひとり親家庭の

悩み事の相談を受けています。

　お気軽にお問い合わせください。

日　時　月～金曜　（祝日を除く）

　　　　午前９時～午後５時

問　茨城県鹿行県民センター県民福祉課　　

　　☎ ０２９１－３３－６２６４

ひとり親家庭の皆さんへ

「茨城県傷病者の搬送及び受入れに
関する実施基準」の策定について

　救急搬送において、搬送先医療機関が速や

かに決まらない事案があることから、平成 21

年 10 月に「改正消防法」が施行され、都道府

県は、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施

基準」を策定することとされました。

　茨城県では、医療機関や消防本部などで構

成する「茨城県救急業務高度化推進協議会（会

長）：齋藤浩県医師会長）」での検討結果を踏

まえて、16 の症状に対応できる医療機関のリス

トや救急隊が傷病者を観察するための観察基

準票等、救急隊が速やかに傷病者を医療機関

に搬送するため、実施基準を平成 22 年 11月

19 日に策定し、平成 23 年４月より本格運用す

ることとしております。

　なお、詳細については茨城県生活環境部消

防防災課ホームページをご覧願います。

H P http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/shobo.htm

「小児慢性疾患ピア相談」の
　　　　　　　　　　ご案内

　ピアとは " 仲間 "という意味です。小児慢性

疾患のお子様を子育て中の方の不安や悩みを、

同じような経験を持つピア相談員が電話で相談

に応じています。どうぞご利用ください。

○ピア相談の流れ

①申し込み

電話で茨城県難病団体連絡協
議会に申し込みをします。
☎ ０２９－２４４－4535

【受付時間】
平日　10：00 ～16：00　

②受　付

申し込み時に「氏名・連絡先・
相談内容等」をお聞かせくだ
さい。内容に応じ、いちばん
身近な経験を持つピア相談員
に連絡を取ります。

③相　談

ピア相談員から、申し込まれ
た連絡先に電話をしますので
ご相談ください。費用はかか
りません。

○ピア相談員は

研修の終了者で茨城県難病団

体連絡協議会に登録されていま

す。成人されたダウン症のお子さんの子育て経

験を持つ A さん、糖尿病の治療に親子で取り組

んでいる B さんなど、病気や障害のある子ども

を育てた経験のある人、または育てている人な

どが相談を受けさせていただきます。

問 茨城県難病団体連絡協議会

　 ☎ ０２９－２４４－4535　

【補助の基準】

造林面積５アール以上　（５アール当たり最低

７５本以上植栽すること）

【手続き】

造林地　（字・番地・面積・地目（山林））　など

がわかるようにしていただき、印鑑を持参してく

ださい。申込用紙は各窓口に用意してあります。

【苗木の斡旋も受付けています】

種類については、スギ・ヒノキ・マツ・コナラ・ク

ヌギ等あります。詳しくはお問い合わせください。

申込締切　平成２３年３月２５日（金）　　　　

問　農林水産課（北浦庁舎）

　　☎ ０２９１－３5－２１１１

造林事業者に補助金 ( 県単 ) が
交付されます

相続登記はお済みですか月間

　登記手続きの点検、確認をしましょう！

　相続登記に関する相談を無料で実施します。

期　　間　２月１日（火）～２月28 日（月）

　　　　　（土・日・祝日を除きます）

相談内容　相続登記に関する相談

実施場所　県内の各司法書士事務所

※申し込みは各司法書士事務所です。（要事前予約）

※本相談は無料です。　　

問 茨城県司法書士会　☎ ０２９－225－０１１１

日　　時　２月１８日（金）午後１時～

場　　所　鹿島セントラルホテル　新館

※面接会に参加を希望される方は、ハローワー

　ク常陸鹿嶋へご連絡ください。

※求職者の方は履歴書（複数枚）と障害者等

　手帳をお持ちください。

問ハローワーク常陸鹿嶋　☎０２９９－８３－２３１８

　

障害者就職面接会

　県霞ケ浦環境科学センターで環境学習を受講

した児童生徒による環境学習発表会と、各種

体験型の楽しいイベントを行います。

期　　日　２月１９日（土）

時　　間　１０：００～１５：３０

場　　所　県霞ケ浦環境科学センター　

　　　　　( 土浦市沖宿町 1853)

料　　金　入場無料

問県霞ケ浦環境科学センター☎ 029-828-0961

環境学習フェスタ



第９回　行方市民テニス大会　参加者募集！

期　　日　３月１３日（日）※雨天時３月２０日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　市内在住在勤者、若しくは市内のクラブ等に所属している者

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　ＴＥＬまたはＦＡＸにて住所・氏名・連絡先・勤務先所属クラブ等を下記までご連絡く

　　　　ださい。なお、当日のお申し込みも受け付けますので奮ってご参加ください。

種　　目　男子ダブルス・女子ダブルス男子シングルス・ミックスダブルス

試合方法　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予定）

　　　　　６ゲームマッチ（当日抽選）

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

行方市長杯バドミントン大会
参加者募集

期　　日　３月６日（日）

時　　間　受付　午前８：３０～

　　　　　開会式　午前９：００～

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、　

　　　　　または市内クラブで活動されている

　　　　　方・近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１組１，０００円

　　　　（当日各チーム一括して徴収します。）

申込方法　ＦＡＸにて住所・氏名・連絡先・勤

　　　　　務先所属クラブ等を下記までご連

　　　　　絡ください。

申込締切　２月２０日（日）

種　　目　混合ダブルス・Ａクラス（上級者）　

　　　　　Ｂクラス（中級者）・Ｃクラス（初級者）

　　　　　※前回入賞者は１つランクを上げて

　　　　　エントリーしてください。

競技方法　リーグ戦及び、トーナメント戦。

※対戦組合せは主催者に一任させて頂きます。

※各チーム（クラブ）単位で一括して申し込む

　場合は代表者の方が責任を持ってお申し込み

　ください。

※高校生は、３年生がＡクラス、１・２年生は

　レベルに応じてエントリーをお願いします。

※メンバー変更は当日受付時申し出てください、

　棄権のないようお願いいたします。なお、参

　加料は棄権してもお支払いください。

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

　NHK 学園では、生涯学習通信講座の受講者

を募集しています。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　通年申込受付

問・申 NHK 学園　☎０４２－５７２－３１５１（代表）

案内書請求フリーダイヤル　☎０１２０－０６－８８８１

市民の声を市政に！

市長出前ふれあい懇談会
～真に豊かなまちづくりをめざして～

　
　市では、平成 22 年度から、市長が行政区や団体の指定する市内の公共施設又はそ
れに準ずる施設（市外を除く。）に直接出向き、あらかじめ設定されたテーマについて
直接ひざを交えて懇談する「市長出前ふれあい懇談会」を開催しております。
　この懇談会は、市長が市民の皆様から様々なご意見を伺い、市政運営の一助とさせ
ていただき、真に豊かなまちづくりをめざすことを目的としています。
　原則、市内の行政区や市民で組織した団体・サークルを対象に 10 名以上の参加者
で実施しますので、お気軽にお申込みください。

期　　日　年末年始を除き曜日に関係なく実施（１団体につき、1年間に 1回）
場　　所　開催場所は市内の公共施設又はそれに準ずる施設（市外を除く）
　　　　　※申込者の方に手配をお願いいたします。
時　　間　午後２時から午後９時までの間のおおむね２時間以内
　　　　　※なお開催日時については、申し込み時に調整
対象団体　行政区又は市民で組織した団体・サークル等の 10 名以上のグループ
懇談内容　テーマを設定して懇談
　　　　　市政に関することであればどのようなことでもかまいません。
　　　　　（お申込時にお伺いさせていただきます）
申込方法　所定の申込書に記入
　　　　　まずはお電話にて秘書広聴課にご連絡ください。

問 秘書広聴課（麻生庁舎）　 ☎ ０２９９－７２－０８１１

婚活ナビ☆パーティー情報☆

3/6（日）　プリップリのソーセージ作りを
　　　　　　体験＆試食＆ティーパーティー
時　　間　11：00 ～ 16：30
場　　所　下館工房（筑西市）
対 象 者　27 ～ 39 歳の独身者
募集開始　2/2（水）

3/6（日）レッツ♪クッキング !! あなたの気持
ちをハートに込めて !! ホワイトデークッキング
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　45 歳以下の独身者（各２０名）
募集開始　２/3（木）

3/12（土） いちご狩り TOUR
＆ジャム作りと Tea パーティー

時　　間　13：00 ～ 16：30
場　　所　林農園／ゆうゆう館（茨城町）
対 象 者　４０歳以下の独身者（各１５名）
募集開始　2/8（火）

3/13（日）TOP　GUN　SPECIAL　
　　　　　　　　　PARTY　In　茨城空港
時　　間　13：00 ～ 17：30
場　　所　茨城空港　会議室（小見玉市）
対 象 者　35歳以下の独身者（女性のみ25名）
募集開始　2/15（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/

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 3 月 20 日（日）13：30 ～
オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）
② 3 月 21 日（月）13：30 ～
とねミドリ館（古河市）
③ 3 月 24 日（木）　19：00 ～
つくば山水亭（つくば市）
④ 3 月 26 日（土）　13：30 ～
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

募　　集

医療通訳ボランティア研修会
　受講者募集

　医療機関において通訳を行う際に必要な基

礎知識やスキル、外国人診療や医療通訳に関す

る現況及び課題等について研修を行います。

実施内容　

第 1 回　外国人診療の現状と課題、医療通訳

第 2 回　通訳技術の基礎知識 ロールプレイ実習

第 3 回　ロールプレイ実習

期　　日 

第 1 回　2 月26 日（土） 10:00 ～16:00

第 2 回　3 月　5 日（土） 10:30 ～16:00

第 3 回　3 月12日（土） 10:30 ～15:00

対　　象 

①一般コース　

　言語能力に関わりなく、医療通訳に興味のあ

る方が対象。第 1 回目（2/26）の講義を受講し

て頂きます。

②通訳コース　

　全 3 回受講して頂きます。英語・中国語・ポ

ルトガル語・タイ語・タガログ語・韓国語が対

象。英語はＴＯＥＩＣ730 点以上、英検準１級

以上またはこれに準ずる資格・経験のある方、

他の言語は日本語・外国語とも、通訳活動に

支障のない言語能力をお持ちの方。受講後、神

栖市国際交流協会通訳ボランティア／鹿嶋市国

際交流協会通訳ボランティア / 県協会通訳翻訳

サポーターとして登録・活動して頂きます。

場　　所　神栖市保健・福祉会館（神栖市溝口1746-1）

参　　　　　加　　　　　　費　無料

申込方法　所定の申込用紙により、お申し込み

　　　　　下さい。

＊申込用紙は、当協会ホームページ（http://

www.ia-ibaraki.or.jp/）よりダウンロードして頂く

か、下記までお問い合わせください。

申込締切　２月１０日（木）

主　　催　( 財）茨城県国際交流協会・神栖市・

　　　　　神栖市国際交流協会

共　　催　鹿嶋市・鹿嶋市国際交流協会

問・申 （財）茨城県国際交流協会（菊池）

　☎ 029-241-1611　 FAX  029-241-7611

　 E-mail iia@ia-ibaraki.or.jp

NHK 学園　受講者募集中！


