
お知らせ版
市報　行方 秘書広聴課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

参加者募集中！

○フラワーアレンジメント体験

プレゼント花束を作ろう！

期　　日　3 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　3 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。

押し花絵体験

押し花をつかってすてきな作品を作っちゃおう

日　　時　3 月13 日（日）・3 月27日（日）

場　　所　水の科学館　ラウンジ

霞ヶ浦なんでも相談室

霞ヶ浦の不思議をみずまる博士に質問してみよう！

日　　時　毎週土曜日

　　　　　午後１時 30 分～３時

場　　所　水の科学館　ラウンジ

　北浦写真同好会写真展
3月6日（日）～30日（水）

ふれあいランド　虹の塔ギャラリー

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）

平成 23年 3月 1日　№ 48

霞ヶ浦ふれあいランド
イベント情報

お 知 ら せ

公的個人認証サービスの電子証明書
《手続き場所の変更について》

　電子証明書の住民基本台帳カードへの書き

込み（更新を含む）は、平成２３年４月１日から

市役所総合窓口課（玉造庁舎）のみでの取り扱

いとなります。

　電子証明書を必要とされる方は、総合窓口課

にお問い合わせください。

※「電子証明書」は、国税電子申告・納税シス

テム（e －Ｔａⅹ）などを利用する際に必要とな

るものです。

問 総合窓口課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

赤ちゃん訪問と低体重児
　　　　　　の届出について

　行方市では、赤ちゃんの健やかな成長とお母

さんが安心して子育てができるように、生後４ヵ

月までの赤ちゃんのいるご家庭に助産師または

保健師がお伺いします。

　おっぱいやミルクが足りているかどうか、泣

いてばかりで大丈夫？自分も眠れなくてつらい

等お母さんの不安や悩みが解消されるよう支援

いたします。

内　　容　身体計測、母乳やミルクについて、

　　　　　市の母子保健事業や子育て支援事

　　　　　業の案内、赤ちゃんやお母さんの健

　　　　　康についてなどの相談

対　　象　市内在住で、生後４ヵ月以内の赤　

　　　　　ちゃんのいる全世帯 

申込方法　出生届出時に「出生連絡票」を提

　　　　　出してください。それをもとに北浦

　　　　　保健センターより保健師が電話で

　　　　　連絡した上で訪問します

※出生連絡票にご記入いただいた情報は、赤ちゃ

ん訪問や育児相談の参考にし、市の個人情報の

保護に関する条例に基づき適切に管理します。

※出生時の体重が２，５００ｇ未満の赤ちゃんにつ

いては、母子保健法により届出が義務付けられ

ています。平成２３年４月より、行方市はまちづ

くり特例市の指定を受けるため、保健所ではなく

市への届出になります。「出生連絡票」がその届

出を兼ねていますので必ず提出してください。

問 健康増進課（北浦保健センター内）

　 ☎ ０２９１－３４－６２００　

65 歳以上の方の住基カードが
無料になります

ー平成２３年４月１日から手数料が無料ですー　

　平成 23 年 3 月までに住民基本台帳カード（住

基カード）の申請をした方は、無料でカードが

交付されますが、平成 23 年４月以降は６５歳

以上の方を対象に引き続き無料交付いたしま

す。公の身分証明書として活用できる「住基カー

ド」を、是非ご利用ください。

＊カードの様式

・サイズは、キャッシュカード程度の大きさです。

・写真付きと写真なしの２種類があります。

＊有効期間　交付後１０年間

＊住基カードの機能

・写真付きのカードは、運転免許証などと同様

　に公的身分証明書として利用できます。

＊無料交付の対象者

・行方市在住者で、申請時満６５歳以上の方

＊申請方法

・市役所総合窓口課で受け付けしています。詳

　しくは総合窓口課へお問い合わせください。

問 総合窓口課　玉造庁舎　☎０２９９－５５－０１１１

　　　　　　　麻生庁舎　☎０２９９－７２－０８１１

　　　　　　　北浦庁舎　☎０２９１－３５－２１１１

行方市老人デイサービスセンター
　　　　　　　の廃止について

　行方市老人デイサービス

センターは、指定管理者

制度のもと介護保険施設

として委託、運営してまい

りましたが、指定期間の

満了により平成 23 年３月

31日をもちましてデイサービスの事業が廃止と

なります。

　なお、４月１日より市の施設ではなくなり、民

間事業所となります。

　介護保険施設のご利用に関しましては、担当

のケアマネジャーとご相談の上、サービスを受

けることが出来ます。

問 介護福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

難病患者福祉見舞金の
　　請求をされてない皆様へ

　行方市では難病患者に対して、難病患者とそ

の家族の苦労を見舞うとともに、福祉の増進を

図るために「難病患者福祉見舞金」の支給をし

ています。

　支給対象になる方で、まだ請求をしていない

方は早急に申請してください。

対　　　　象　　　　　者　行方市に住所を有する方で、茨城県

　　　　　から交付された「一般特定疾患医　

　　　　療受給者証」又は「特定疾患登録

　　　　　証」をお持ちの方。

見舞金額　１０，０００円

締　　　　切　　　　　日　平成 23 年 3 月 31日（受付期間を

　　　　　延長しました。）

必要書類　

①「一般特定疾患医療受給者証」

　又は「特定疾患登録証」　

②難病患者本人の預金通帳　③印鑑

問 社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

子ども手当の受給口座について
ーゆうちょ銀行が指定できますー

　従来の金融機関でももちろん大丈夫ですが、

ゆうちょ銀行の口座を持っていて変更する場合

には、麻生・北浦・玉造の各庁舎にて随時受付

いたしますのでご利用ください。ただし、注意

することがあります。

※従来の「記号」「番号」の通帳をお持ちの方

　でゆうちょ銀行を指定する場合は、郵便局窓

　口で「店名」「預金種目」「普通預金」「口座

　番号」を通帳に印刷をしてもらってください。

※新しく作成した通帳で「店名」「預金種目」「普

　通預金」「口座番号」が印刷してある場合は、

　その通帳を持参いただければ「店名」「預　

　金種目」「普通預金」「口座番号」の印刷し

　てある箇所をコピーさせて頂き、振込口座　

　の受け付けをします。

問 社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

《変更後の口座様式》⇒○振込できます

店　　名　123　預金種目　普通預金

口座番号　1234567

《従来のゆうちょの口座様式》⇒×振込できません

記号　12345　番号　12345678

風土記 1300 年日本源流の祭典

創設記念シンポジウム開催

日　　時　３月 6 日（日）

　　　　　午後1 時 30 分～ 4 時 30 分

場　　所　行方市玉造公民館

基調講演　『風土記と神仙思想』

　　　　　茨城キリスト教大学名誉教授

　　　　　志田諄一氏　ほか

問 行方市観光協会　☎０２９１－３５－２１１１

行方　さくら周遊ネットワーク

第７回オープンアート　芸術村のさんぽみち

日　　時　４／２（土）・３（日）・４（月）

　　　　　午前１０時～午後４時

場　　所　行方市沖洲

○行方市を代表する 3 名のアトリエや美術館

で作品を楽しめます。画家：友水孝・グラフィッ

クデザイナー：藤代範雄・モラ作家：黒田善

子＊モラ美術館特別開館：料金 300 円（通常

1,000 円　月曜のみ開館）

商店街まるごとアートさんぽみち

日　　時　４／２（土）～ 8（金）

　　　　　午前１０時～午後４時

場　　所　行方市玉造中央商店街　　

○商店街のショーウィンドー等に作品を展示します。

第２０回　桜まつり　～桜のライトアップ～

日　　時　３／２７（日）～４／１０（日）

　　　　　午後６時～９時

場　　所　麻生羽黒山公園

○桜をライトアップします。「あそう温泉白帆

の湯」～羽黒山公園～麻生陣屋～霞ヶ浦湖

岸沿いぐるり散歩をして楽しんでください。



行方版　プレミアム婚活

「婚活シートでサッカー観戦　！　」

VIP ルームでサッカー観戦しましょう♪

場　　　　所　鹿島サッカースタジアムＶＩＰルーム

時　　　　間　14：30 ～ 19：00　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　概ね 45 歳以下の

　　　　　　　　　未婚者

募集開始　3 月 1 日（火）

問・申 市企画課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

婚活ナビ☆パーティー情報☆

4/2（土）水戸千波湖畔をうきうき
　　　　　ウォーキング＆ティーパーティー
時　　間　10：00 ～
場　　所　水戸市
対 象 者　28 ～ 38 歳の独身者
募集開始　3/2（水）

4/10（日）農業体験を通して　お見合いパーティー
　　　　　　　( 男性はＪＡ茨城中央管内の方 )
時　　間　10：00 ～ 16：00
場　　所　笠間市
対 象 者　20 ～ 45 歳の独身者
募集開始　3/10（木）

4/14（木）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　水戸　京成ホテル（水戸市）
対 象 者　30 歳代の独身者
募集開始　3/14（月）

4/16（土）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　14：00 ～ 17：00
場　　所　喫茶店「トロピカル」（水戸市）
対 象 者　概ね 47 歳以上の独身者
募集開始　3/16（水）

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/

3/20
（日）

募　　集

小中学校体育館定期利用団体
申込受付

　４月より、各小中学校の体育館で練習レクリ

エーション活動などを希望する団体については、

下記によりお申し込みください。

申込対象　１0 名以上とし、平成 23 年度スポー

　　　　　ツ安全保険等に加入見込みの団体で

　　　　　あること

申込期限　３月１０日（木）

　　　　　（午前８時 30 分～午後５時）

申込方法　麻生運動場・北浦運動場・玉造運動

　　　　　場の各事務室に申込書を用意いたし

　　　　　ますのでご記入の上提出願います。

　　　　　（FAX 不可）

※各地区の体育館を利用希望の団体は申込状況  

により３月末に調整会議を行います。その際は 

申込団体に後日通知いたします。

問・申 麻生運動場　☎ ０２９９－７７－０７９１

　　　北浦運動場　☎ ０２９１－３５－２１２０

　　　玉造運動場　☎ ０２９９－５５－３２１１

平成２３年度
茨城県警察官募集

申込受付期間（郵送）

２月２３日（水）～４月１３日（水）まで

第１次試験日（教養試験・論文試験）

５月８日（日）

採用説明会　３月５日（土）午前 10 時から正

　　　　　　午まで＊行方警察署３階会議室

　　　　　　にて採用説明会を開催しますの

　　　　　　で、行方警察署警務課までご連

　　　　　　絡ください。なお、当日の申し込

　　　　　　みも可能です。

受験資格

昭和５７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２４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

○ 23 年度試験からインターネットによる受験申

　し込みが始まります。

問・申 

　茨城県警察本部警務課　☎ ０１２０－３１４０５８

　行方警察署警務課　　　☎ ０２９９－７２－０１１０

ボール投げ教室

　「キャッチボール」とい

う言葉があります。言葉

が示すとおり、ボールの

投げ方が出来ない子でも

出来るようになるボール

の投げ方、捕り方を学び

ます。子ども同士がスポーツを通じて交流する

場ですのでぜひご参加ください。

期　　日　３月１９日（土）

時　　間　午前９時～１１時　

対　　象　幼児～小学６年生

場　　所　麻生運動場体育館

料　　金　無料

申込方法　直接お電話にてお申し込みください。

問・申 スポーツ振興課（北浦体育館内）

　　　☎  ０２９１－３５－２１２０

バスケットボール教室

　市体育協会バスケットボール部主催による教

室を開催します。

期　　日　４月９日・１６日・５月２８日　　　

　　　　　６月４日・７月３０日・８月６日

　　　　　９月１７日・２４日

時　　間　午後６時～８時（２時間）

対　　象　市内中学生女子

場　　所　麻生運動場体育館

料　　金　６００円（スポーツ保険加入代）

申込方法　申込先に電話またはＦＡＸにて住　

　　　　　所、参加者氏名、保護者氏名、参

　　　　　加者年齢、電話番号をご連絡の上

　　　　　お申し込みください。

＊運動のできる服装で参加してください。

問・申 市体育協会（北浦体育館内）

☎  ０２９１－３５－２１２０　 FAX 　０２９１－３５－３８５４

百里基地モニターの募集

対　　象　基地周辺市町に居住している２０歳

　　　　　以上の方で防衛問題及び自衛隊に

　　　　　関心があり、公正で建設的な意見

　　　　　を述べていただける方、また平日に

　　　　　基地見学や会議等への出席が可能

　　　　　な方を募集いたします。但し、議会

　　　　　議員、常勤の国家・地方公務員は

　　　　　ご応募いただけません。

応募要領　E-mail、又はハガキに下記の項目を

　　　　　記載し、送付してください。①氏名

　　　　　（ふりがな）、②生年月日、③性　

　　　　　別、④住所、⑤本籍、⑥電話番号、

　　　　　⑦職業、⑧この募集を知ったきっ

　　　　　かけ（HP、広報紙、回覧板等）、⑨

　　　　　応募の動機

応募期限　３月23 日（水）

発　　表　４月末予定

問・申 

〒 311-3494（大規模事業所番号のため市町名

や番地は不要です）航空自衛隊　第７航空団

渉外室　基地モニター係　☎ 0299－５８－１３３１

E-mail　7wg-adm011@inet.asdf.mod.go.jp

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。

平成 23 年度　自衛官募集

○幹部候補生（一般・技術）　

応募資格　20 歳以上 26 歳未満の者（22 歳未

　　　　　満の者は大卒（見込含））

※大学院（専門職大学院を除く）修士学位取得

者（海上技術幹部候補生志願者は、理工学修

士学位取得者に限る）及び自衛官は 28 歳未満

受付期間　2 月1日（火）～ 5月 6 日（金）

○一般曹候補生

応募資格　18 歳以上 27 歳未満の者

受付期間　2 月1日（火）～ 5月 6 日（金）

　　　　　8 月1日（月）～ 9 月 9 日（金）

○予備自衛官補（一般）

応募資格　18 歳以上 34 歳未満の者

受付期間　1 月11 日（火）～  4 月 6 日（水）

　　　　　7月19 日（火）～10 月 5 日（水）

○予備自衛官補（技術）

応募資格　18 歳以上で国家免許資格等を有す

　　　　　る者（詳細は要問い合わせ）

受付期間　1 月11 日（火）～  4 月 6 日（水）

　　　　　7月19 日（火）～10 月 5 日（水）

※詳しい内容については下記までお問い合わせ

　ください。

問・申 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

茨城県小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）

☎ ０２９９－５２－１３６６


