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お 知 ら せ

環境保全型農業直接支援対策に
ついて

　国では平成 23 年度から、環境保全効果の高

い営農活動に取り組む農業者に対して直接支援

を開始します。

支援対象者　

  下記①、②の要件を満たす、販売を目的とし

て生産を行う農業者

①エコファーマー認定を受けていること（申請中

　でも可）

②農業環境規範に基づく点検を行っていること   

支援の対象となる取り組み

　化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取り

組みと以下の①～③の取り組みを行う場合

　①カバークロップの作付（緑肥等）

　②リビングマルチ又は草生栽培（作物の畝間

　に牧草等を作付）

　③冬期湛水管理　

　有機農業（化学肥料・農薬を使用しない取り  

   組み）

支 援 額

　国 4,000 円 /10a（この他に県＋市で 4,000 円

/10a 支援予定）

申請期限　８月３１日

提 出 先　農林水産課（北浦庁舎）

※申請書類等は、農林水産省ＨＰからダウンロー

ドしてください。

問　環境保全型農業直接支援対策について

　　関東農政局農産課　☎ 048-740-0408

　　エコファーマーの認定について

   　行方地域農業改良普及センター

　　☎ 0299-72-0256

農林水産省環境保全型農業関連情報

H P http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen　

　 _type/index.html

国民健康保険からお知らせ

◇特定健診・保健指導を受けましょう

　高血圧、糖尿病など

の生活習慣病は自覚症

状がないまま進行し、そ

のまま放置してしまうと

やがては心臓病や脳卒

中など重症化してしまい

ます。生活習慣病は内臓脂肪を減らすことで病

気の発症を防ぐことが明らかになってきました。

　40 歳以上になるとメタボリック（内臓脂肪の

蓄積と高血圧、脂質異常、高血糖の 2 つ以上

を持つ状態）の予備群が増えています。「健康

だから」「元気だから」と思っていても1 年に 1

回は健診を受けて自分の体の状態をチェックし

て、若いときからの心がけで病気にならない、

メタボにならない健康づくりをしましょう。

※健診は集団健診（保健センターなどで受診す

　る）と医療機関（県内の契約した医療機関）

　でも受診できます。医療機関で受診したい場

　合は国保年金課で受診券を発行します。国

　保年金課へご連絡ください。

問  国保年金課（玉造庁舎）☎ 0299-55-０１１１

　平成 23 年東日本大震災で被災された方々へのお見舞金として、国、日本赤十字社及び共

同募金会に寄せられた義援金（国義援金）及び茨城県へ寄せられた義援金（県義援金）を茨

城県災害義援金配分委員会の決定に基づき配分いたしますので、次のとおり申請をお願いい

たします。

対 象 者　住家が、震災により「全壊」、「大規模半壊・半壊」の被害にあわれた方

　　　　  ※借家、アパート等にお住まいの方で被害にあわれた方も対象となります。

申請区分及び配分額

申請区分 申請できる方 国義援金 県義援金 合計

申

請

区

分

東日本大震災により、住家が

全壊した世帯 世帯主
１世帯あたり

３５万円

1 世帯あたり

１５万円

1 世帯あたり

５０万円

東日本大震災により、住家が

半壊した世帯 世帯主
１世帯あたり

１８万円

１世帯あたり

7 万円

１世帯あたり

２５万円

※申請区分については、市役所発行の「り災証明書」のり災程度と同じになります。

申請方法　平日は行方市役所玉造庁舎（社会福祉課）、土日は麻生庁舎で６月末まで、時間

　　　　　は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで受け付けいたします。

　　　　　※被災者生活再建支援金（全壊・大規模半壊）、茨城県災害見舞金（半壊）の申

　　　　　請と同時に受け付けいたします。

必要書類　①り災証明書の写し

　            ②世帯主の預金通帳の写し（フリガナの記載があるページ）

問  社会福祉課（玉造庁舎）☎ 0299-55-０１１１

義援金の配分申請について

平成 23 年度労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

 平成２３年度の労働保険年度更新におきまして

は、3 月 11 日に発生した東日本大震災による

被災県である茨城県内の事業場は、「平成 23

年厚生労働省告示第 66 号」により、法定申告・

納付期限が延長されておりますが、通常申告が

可能な事業主の皆様方には、従来どおり7 月

11 日（月）までに、申告・納付を行っていた

だくようお願いいたします。なお、延長後の法

定納付期限は、後日、告示により周知される予

定です。

問  茨城労働局労働保険徴収室

　  ☎０２９‐２２４‐６２１３

　  茨城労働基準局ホームページ

URL http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp

　労働保険とは、労働者や求職者が労働災害、失
業等の保険事故を被った場合に必要な給付制度で

す。

　税金の専門家である税理士による無料税務

相談です。相続税、贈与税、所得税などの税

金の相談や個人事業・法人の創業に関する相談

にご利用ください。

開 催 日　6 月15 日（水）・7月 6 日（水）　

時　  間   午後1 時 30 分～ 4 時 30 分

場　  所   鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　  鹿嶋市宮中 4631-1

※事前にご予約をお願いします。

問　関東信越税理士会　潮来支部

　   ☎０２９９－８４－７３３９

第３回　行方金魚すくいまつり

日　時　６月 26 日（日）

場　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　野外ステージ

内　容　全国金魚すくい選手権大会予選

問　行方市観光協会（北浦庁舎商工観

　　光課内）☎　0299-55-1221

※金魚はお持ち帰りできます。

福祉の就職総合フェア２０１１
～就職相談会～　【水戸会場】

主　　催　茨城県、茨城県社会福祉協議会

期　　日　6 月12日（日）

時　　　　間　 午後1 時～3 時 30 分

場　　　　所　 茨城県総合福祉会館　3 階・4 階

　　　　　　　　　 水戸市千波町 1918

参加施設等　 現在職員を募集中又は、平成 24 年 3

　　　　　　　　　 月卒業予定者の採用予定のある社会

　　　　　　　　　 福祉施設・団体及び介護支援事業等

　　　　　　　　　　48 事業所

対　象　者 　　福祉の職場に就職を希望する方　　　

参加方法  参加無料。求職者の事前申込・予

　　　　　約は不要。入退場自由。当日、会

　　　　　場にて受け付けします。

そ の 他　総合福祉会館の駐車場は限りがあ

　　　　　りますので、駐車できない場合が

　　　　　あります。

　　　　　※当日は、なるべく公共交通機関

　　　　　をご利用ください。　

問  茨城県社会福祉協議会

     ☎０２９-２４４-４５４４   FAX０２９-２４４-４５４３

税理士による無料税務相談所を
　　　　　　　　開設しています

こんな時、まず　法テラス　へ

　法的トラブルを抱えてお困りの方に、最適な

相談窓口や解決に役立つ法制度に関する情報

をお知らせいたします。また、資力の少ない方

を対象とした無料法律相談所のご案内も行って

います。

電話番号　０５７０－０７８３７４

開設時間　月～金　午前 9 時～午後 9 時

　　　　　土曜日は午後 5 時まで

　　　　　（日曜日と祝日は休みです）

学生の皆さんへ！
　就職面接会を開催します

　大学院・大学・短大・専修学校等（高校は除く）

の平成 24 年 3 月卒業予定者及び未就職既卒者

を対象に「大好きいばらき就職面接会（前期）」

を開催します。

　県内企業約 120 社の企業説明や面接を受け

ることができますので、ふるってご参加くださ

い。

　事前申し込み不要。参加費は無料です。履

歴書を複数お持ちください。プレセミナーにぜ

ひご参加ください。

開催期日及び場所

【つくば会場】 ６月29日（水）ホテルグランド東雲

【水戸会場】  7月1日（金）フェリヴェールサンシャイン

○プレセミナー　午前１１時～午前１１時 45分

○面　接　会　午後1時～午後 4 時

問 茨城県労働政策課　☎０２９－３０１－３６４５　

大好きいばらき就職面接会ホームページ

H P http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/

   rosei/h23daisuki/index.html



婚活ナビ☆パーティー情報☆

6/25（土）アーリーサマーパーティー

　　　　　　～がんばろう いばらき～

時　　間　10：00 ～ 17：00

場　　所　大和ふれあいセンター「シトラス」

　　　　　（桜川市）

対 象 者　27 歳～ 39 歳の独身者

募集開始　5/23（月）

7/3（日）　ベトナムカレーでハートもホッホッ♪

時　　間　10：00 ～ 14：00

場　　所　中川学園クッキングクラブ（水戸市）

対 象 者　30 歳代の独身者

募集開始　6/2（木）

7/15（金）みんなでしゃべらないと！

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　茨城県青少年会館（水戸市）

対 象 者　45 歳以下の独身者

募集開始　6/15（水）

7/17（日）心理ｶｳﾝｾﾗｰ・武藤幸枝先生を   　

　　　　         お招きしての講演会＆ﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨｰ

時　　間　13：30 ～ 17：00

場　　所　いこいの村涸沼（鉾田市）　　　

対 象 者　年齢フリーの独身者

募集開始　6/13（月）  　※先着順　

7/24（日）素敵な予感♪フォレスト

　　　　　　　　 　 バーベキューパーティー３

時　　間　10：00 ～ 14：00

場　　所　大子広域公園オートキャンプ場

　　　　　グリンヴィラ（大子町）

対 象 者　年齢フリーの独身者

募集開始　6/27（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://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

各種スポーツ大会・教室参加者募集

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）

　      〒311-1704　行方市山田 2175

　　　 　☎ ０２９１－３５－２１２０

　 　　　 FAX  ０２９１－３５－３８５４

○第11回社会人サッカー大会○

期　　日　６月１９日（日）・２６日（日）　

時　　間　組み合わせ・試合方法や試合時間

　　　　　は代表者会議にて決定します。

応募資格　社会人チーム（市内在住・在勤者、

　　　　　高校生は除く）

場　　所　北浦第１グラウンド

　　　　　玉造運動場グラウンド

料　　金　１チーム３，０００円（代表者会議時

　　　　　に納入願います）

申込方法　申込用紙を事務局に用意してありま

　　　　　すので、申込先へ fax 又は持参の

　　　　　上、申し込みしてください。

申込締切　６月 9 日（木）午後５時

※代表者会議を 6 月９日（木）午後 7 時より、

　北浦運動場体育館２F「会議室」で行います。

　参加チーム代表者は、必ず出席してください。

※服装については、必ずユニフォーム・レガース

　を着用すること（ジャージやハーフパンツ等は

　禁止します）　

※使用球　５号球（各チーム持ち寄りとする）

○インディアカ大会○

　誰にでも気軽に楽しむことができるインディ

アカの普及・発展を目的として開催します。

期　　日　６月２６日 (日)

時　　間　午前 8 時 30 分　開会

対　　象　市内在住・在勤者

応募資格　一般の部

　　　　　（20 歳以上の女性４人でチーム編成）

　　　　　シニアの部

　　　　　（45 歳以上の女性４人でチーム編成）

※双方とも監督を含め８名以内で構成する。

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１チーム　１，０００円

申込方法　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　６月１６日（木）　午後５時

※代表者会議を６月１７日（金）午後７時より北

浦運動場体育館２Ｆ会議室で行いますので、出

場するチームの代表者は必ず出席してください。

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催パーティー

① 6 月１６日（木）１９：００～ 21:00
つくば山水亭（つくば市）
② 6 月１８日（土）13：30 ～１７：００
イーアスつくば（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート　0280-87-7085

○ゴルフ教室（旧ノースショア教室）○
実施時期　7月３日～８月７日の日曜日

　　　　　（計６日間）

時　　間　午後１時 30 分～午後 4 時

（別途ハーフラウンドは午後 6 時 30 分頃終了予定）

会　　場　ノースショア CC

募集人数　４０名（定員になり次第締め切り）

参加資格　市内在住者に限定

　　　　　（男女問わず。ジュニア・初心者可）

実施内容　プロﾜﾝﾎ ｲ゚ﾝﾄﾚｯｽﾝ・打放し・アプローチ

　　　　　　　　　　パター・バンカーショット・ラウンドレッ

　　　　　スン他

参　　　　　加　　　　費　3,６００円（傷害保険料を含む）

　　　　　入校時徴収　※小・中学生も同じ

申込方法　住所、氏名、年齢、連絡先（未成

　　　　　年の方は保護者名）を電話または

　　　　　fax でお申し込みください。

開　　　　校　　　　　　式　7月３日　午後1 時 30 分～ 45 分

主　　催　市体育協会・市教育委員会

※使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持参願

います、レンタルは無

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋
　センタープール監視員募集

期　　間　プール一般開放期間

　　　　　（予定：7月上旬～ 9 月中旬）

時　　間　午前 8 時 30 分～午後７時

　　　　　勤務日及び勤務時間については要

　　　　　相談

内　　容　プール監視及び施設管理業務

時　　給　700 円

募集人数　10 名程度

募集資格　16 歳～30 歳の健康な方（学生可）

申込方法　電話連絡後、日程調整をして面接

　　　　　を行います。（履歴書持参）

募集締切　6 月10 日（金）

　　　　　※毎週月曜日は休所日

受付時間　午前 8 時 30 分～午後５時

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

行方市玉造甲 3185　☎ ０２９９－５５ー３２１１　

○ハイキング参加者募集○

期　　日　７月１日 ( 金 )

対      象 　市内に住所を有する者

募集人数　８０名　

場　　所　高尾山 ( 東京都八王子市 )

料　　金　１名 ４，０００円 （ケーブルカー・入湯料等含む）

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚で

　　　　　２名までとします。

申込締切　６月１５日（水）　必着

※参加申し込み人数が募集人員を超えた場合

は、主催者側で厳正なる抽選により決定します。

※出発時間及び乗車場所等の詳細については、

参加者に後日連絡いたします。

※参加申し込みによる個人情報は目的以外には

使用しません。

＜往復ハガキ記載例＞

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際は代
表者の住所・氏名）

〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市体育協会事務局

（白紙）

参加申込者住所・氏名・
年齢・性別・電話番号
（２名まで申し込みできます）

★往信　表 ☆復信　裏

☆復信　表 ★往信　裏

○第６回行方市民総合　　　　

　　 スポーツ大会参加者募集○

　市民参加によるスポーツの振興と競技力の向

上を図り、心身ともに健全明朗な市民の育成と

相互の親睦交流に努めながら、健康増進と体

力の向上を図るため総合スポーツ大会を今年度

も開催いたします。

期　　日　７月３日（日）  集合：午前８時

                                　開会：午前８時 30 分

      ※雨天時室内競技のみ実施

主　　催   行方市体育協会・行方市教育委員会

種　　目　

1. ママさんバレーボール  7. バドミントン 

2. ソフトボール ８. ソフトバレーボール

3. バスケットボール一般男子 ９. 剣道 

4. バスケットボール一般女子 10. 卓球 

5. ソフトテニス 11. ヨット・ 水上バイク体験

6. テニス 12．ハンドボール

参加資格  市内在住・在勤者

競技方法  スポーツ振興課または下記施設に

  　　　   お問い合わせください。

参 加 料   競技により異なります。

申込締切  ６月１７日（金）

申込方法  下記の施設等に申込用紙があります

　　　　　ので、必要事項を記入の上、スポー

　　　　　ツ振興課へお申し込みください。

　　　　　（申し込みは FAX でも可です。）

　

 　スポーツ振興課（北浦運動場内）

 　　☎ 0291-35-2120　　 FAX 0291-35-3854

 　★麻生運動場

 　   ☎ 0299-77-0791   　 FAX 0299-77-0667

    ★玉造運動場　

       ☎ 0299-55-3211   　 FAX 0299-55-3212

問・申

 

募　　集

鹿行広域事務組合職員（看護師）募集

職種及び採用予定人員　看護師　1名

勤 務 先　養護老人ホーム鹿行潮来荘

試 験 日　

第一次試験　７月24 日（日）

第二次試験　８月中旬～下旬頃

受験資格　昭和 41年 4 月2日～平成元年 4 月  

            　1日生まれで、正看護師の資格を有    

               する人

申込期間　 6 月 8 日（水）～7月 8 日（金）

　　　　  （7月 8 日消印有効）　　　

申 込 書　鹿行広域事務組合事務局にあります。  

　　　　　郵送希望の場合は、あて先を明記

　　　　　し、120 円切手を貼った返信用封  

　　　　  筒（角 2 サイズ 332mm × 240mm）

　　　　　を鹿行広域事務組合事務局まで

　　　　　送付してください。

問 鹿行広域事務組合事務局

　 〒311-1517 鉾田市鉾田 1367-3 鉾田合同 

    庁舎 3 階      ☎０２９１-３５-５０２３


