
お知らせ版
市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

災害ごみ（瓦・ブロック・石・廃石膏ボードに限る）の仮置き場（玉造浄化センター隣）開設日　11/6（日）、11/20（日）12/4（日）、12/18（日）　開設時間　午前 9時～午後 5時

　「いばらき被害者支援センター」は、犯罪の

被害にあわれた方やそのご家族を支援する民

間の被害者支援団体です。

◆支援センターが行っている支援◆

電話相談、面接相談、弁護士相談、裁判を傍

聴に行く際の付き添い、裁判の代理傍聴（被

害者の方やご家族の代わりにセンターの支援員

が裁判を傍聴し結果を報告します。）、警察署、

検察庁への付き添いなど

※支援・相談は無料で秘密は厳守されます。

「いばらき被害者支援センター」相談電話

　☎ ０２９-２３２-２７３６

　月曜日～金曜日（午前１０時～午後４時）

　※祝日・年末年始を除く

○支援センターの利用を希望される方、もう少

　し詳しい内容を知りたい方は、下記の電話ま

　でご連絡ください。

問　茨城県警察本部犯罪被害者支援室

　　☎ ０２９－３０１－０１００（内線 2671）

ご存知ですか？
いばらき被害者支援センター

　平成 23年度は「税の役割と税務署の仕事」

をテーマとして、税の役割、適正・公平な課税

と徴収の実現に向けた国税庁、国税局及び税

務署の取り組みやＩＴ化・国際化

に対する諸施策について紹介しま

す。また「e-tax の利用促進」に

向けた情報も提供していきます。

e-taxを始めよう！

国税に関する各種手続

①所得税、法人税、消費税、酒税及び印紙税

の申告②全税目の納税③申請・届出等が自宅や

オフィスからインターネットを通じて行えます。

国税庁への要望等をお寄せください

国税庁ホームページの「税の役割と税務署の仕

事」紹介コンテンツに、広く国民の皆様から「国

税庁に対する要望」等をお聴きするためのアン

ケート窓口を開設します。

問　税に関する情報　www.nta.go.jp

e-taxに関する情報　　www.e-tax.nta.go.jp

e-tax作成コーナーヘルプデスク☎ ０５７０－０１５９０１

「税を考える週間」
11月 11 日（金）～ 11 月 17 日（木）

　骨粗鬆症、その予防のための運動、薬など

についてわかりやすく解説します。どなたでも

自由に参加できますので、どうぞお気軽にご来

場ください。

○特別講演　『骨粗鬆症について（仮）』

講師　

東京医科大学茨城医療センター整形外科　地

域医療人材育成寄附講座　教授　石井朝夫先生

○シンポジウム

①骨粗鬆症予防のための運動について

なめがた地域総合病院理学療法士

飯塚ひとみ氏

②骨粗鬆症の治療薬

同薬剤部薬剤師　樗木智聡氏　

期　　日　11月19日（土）

時　　間　午後2時～午後４時（受付午後１時～）

場　　所　潮来市かすみ保健福祉センター

　　　　　（潮来市島須777）

問・申 　水郷医師会　☎ ０２９９－７２－１４３３

　平成 23年10月から発行される水道料金等

（水道料金・下水道使用料）について、納入通

知書による「コンビニ収納」が始まりました。

全国のコンビニエンスストアで、２４時間いつ

でもお支払いができるようになりました。ただ

し、納入通知書にバーコードのないもの、金額

が３０万円を超えるもの及び納付期限を過ぎた

ものは、コンビニエンスストアでは取り扱いま

せんので、従来どおり金融機関又は、市役所窓

口での納付をお願いします。

問　水道課（泉配水場内）　☎０２９９－５５－１１０８

　人には皆人権があります。それぞれが個人と

して人権を尊重されなければなりません。

　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、女性

に対するあらゆる人権侵害について、悩みを持っ

た女性が気軽に相談できる専用の電話「女性の

人権ホットライン」を設置いたします。

　秘密は厳守いたしますので、お困りの方はご

相談ください。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

期　　間　１１月１４日（月）～２０日（日）　　

時　　間　午前８時３０分～午後７時

※ただし、土曜日・日曜日は午前１０時～午後５時

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（水戸市北見町１－１）

　☎ ０２９－２２７－９９１９

平成 23年 11月 1日　№ 56

お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　11月19日（土）

　　　　　　午後2時～午後3時 30分

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド多目的ホール

◆料　　金　1名　1,500円

☆今回のテーマは「クリスマスアレンジ」です。

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

のぞみ幼稚園

レイクサイドエンジェルス
ふれあいランドで鼓笛隊が演奏します。

◆日　　時　11月3日（木）※雨天時中止

　　　　　　　　　　　　午前11時～

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド（虹の塔）

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

どぶろく祭
　平安時代の初期に、奈良の春日神社から分

祀した青沼の同神社の建立を祝って始められた

五穀豊穣のお祭で、市の無形民俗文化財に指

定されています。

　毎年当番地区の人が新米を使って酒造蔵でど

ぶろくを仕込み、朝早くから境内を清め、参拝

に来る人たちをにごり酒で迎えます。こういっ

た参拝者や氏

子たちに御神

酒を振舞うと

いうのは、全

国的にも珍し

いお祭です。

◆日　　時　11月23日（水）

◆場　　所　春日神社（行方市青沼）

◆問い合わせ　行方市観光協会

　　　　　　☎ ０２９９－５５－１２２１

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

あなた一人で悩んでいませんか。

「水道料金等のコンビニ収納」　
　　　　　が始まりました！！

道路沿いの農地を
　　　　適正に管理しましょう

　道路はみんなの共有財産です。農地を適正に

管理し通行の妨げにならないようにしましょう。

○道路に作物や草をはみ出さないようにしましょう。

○畑などから道路に土が流出しないようにしましょう。

○休耕地についても草刈り、枝払いをしましょう。

○刈り取った草などを道路に放置しないようにしましょう。

問　農林水産課（北浦庁舎）　☎０２９１－３５－２１１１

麻生公民館大ホール使用の
　　　　　　　　　　お知らせ

　東日本大震災によって使用ができなくなって

いました麻生公民館大ホールは、大変ご迷惑を

おかけしましたが、復旧工事が終了し１０月６日

より使用できるようになりました。どうぞご利

用ください。

　使用する場合は、申請書を提出してください

ますようお願いします。

使用期間　月曜日、年末年始（12月28日～１月３日）

　　　　　　　　　　　　　　　を除く毎日

時　　間　午前９時～午後１０時

問　麻生公民館　☎０２９９－７２－１５７３

　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、無料ですので

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）

　また、「心の健康相談」も併せて実施してお

りますので、希望される方はお気軽にお申し付

けください。

期　　日　11月14日（月）

時　　間　午後１時～午後４時30分

対　　象　多重債務者

人　　数　１５名

場　　所　茨城県鉾田合同庁舎

　　　　　（鉾田市鉾田1367-3）

料　　金　無料

申込方法　事前に下記へお申し込みください。

申込締切　11月13日（日）

　　　　　※定員になり次第締切

問・申　茨城県生活文化課　☎ ０２９－３０１－２８２９

多重債務者向け無料法律相談会

健康フォーラム in 水郷地区

11月 9日～11月15日までの一週間

　これから寒くなり暖房器具を使用する機会が

多くなります。器具の取扱いに注意しましょう！

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

３つの習慣

○寝たばこは、絶対やめましょう。

○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

　で使用しましょう。

○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

　火を消しましょう。

４つの対策

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災報知器を

　設置しましょう。

○寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐた

　めに防炎品を使用しましょう。

○火災を小さいうちに消すために、消火器等を

　設置しましょう。

○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣

　近所の協力体制をつくりましょう。　

秋の火災予防運動



募　　集

各種スポーツ大会・教室参加者募集各種スポーツ大会・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）

　　　　　　☎ ０２９１－３５－２１２０

○行方市混合バレーボール大会○

期　　日　12月11日 (日)

時　　間　午前8時15分集合　

　　　　　8時 30分開会式

応募資格　市内在住在勤者で構成したチーム

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）

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

　　　　　コート場 9人のうち3～４人が男性

　　　　　であること）

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22日（火）

○代表者会議を11月29日（火）午後７時 30

分より北浦体育館（会議室）で行います。

　（参加チーム代表者は、出席願います。）

○行方市民インディアカ大会○

　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。

期　　日　１２月４日(日)

時　　間　午前９時　開会

応募資格　市内在住在勤者（中学生以上女性のみ）

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２２日（火）

協議規則　インディアカ競技規則に準ずる。

　　　　　１チーム監督・交代選手を含め８名

　　　　　以内で構成する。

○代表者会議を11月22日（火）午後７時より

　北浦体育館（会議室）で行います。

　（参加チーム代表者は、出席願います。）

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 11月 17 日（木）19：00 ～ 21：00

つくば山水亭（つくば市）

② 11月 26 日（土）　13：30 ～ 17：00

ビアスパークしもつま（下妻市）

③ 12月 3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

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主催

11/22（火）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00～ 21：30
場　　所　オークラフロンティアホテル（つくば市）
対 象 者　30代・40代の独身者
募集開始　10/21（金）

11/27（日）ふれあいパーティー
時　　間　15：00～ 17：00
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
対 象 者　50歳以下の独身者
募集開始　10/27（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://www.ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

なめがた版　プレミアム婚活 No.5

お笑い婚カツ

　　　　　　『笑って素敵な恋をして』

　よしもと茨城県“住みます”芸人「オス

ペンギン」があなたの恋をサポート！！

場　　　　所　アジュール鹿嶋ウエディングハウス        

              （鹿嶋市）

時　　　　間　13：30 ～ 16：30　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　概ね45 歳以下の独身者

募集期間　11/17（木）～ 11/30（水）

問・申 企画政策課
　　  ☎０２９９－７２－０８１１

12/18
（日）

１２月度、受講生受付中です。

年齢不問。自信のない方、

未経験者も大歓迎です。

期　　日　１２月７・14・21日

時　　間　午後７時～８時30分

後　　援　行方市・玉造ロータリークラブ

問・申 一般社団法人　行方幕府
〒311-1724  行方市小貫29-4☎ ０２９１－３５－４３２１

　パソコン生活応援計画

　　　無料パソコン講座

さつまいもお菓子コンテスト
オリジナルレシピ大募集　！！

　行方市の特産であるサツマイモのオリジナ

ルお菓子を募集します。

　サツマイモのお菓子は、

芋羊
ようかん

羹からスイートポテトま

で和洋問わず幅広いレシピ

があります。ふるってご応募ください。

申込方法　所定の応募用紙にご記入の上、

　　　　　ご応募ください。市 HP や各庁

　　　　　舎等にあります。

申込締切　11月30日（水）

※応募内容、応募方法等の詳細はお問い合

　わせください。

問・申 なめがた食彩マーケット会議（農林水産課）

　　　☎ ０２９１－３５－２１１１ 

地区懇談会を開催します！11/13（日）北浦公民館、　11/19（土）玉造公民館、　11/20（日）麻生公民館　【時間】午後７時～9時　詳しくは今月号の市報をご覧ください

　労働者（アルバイトを含む）を一人でも雇って

いる事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）

に加入する義務があります。

○労働保険とはこんな制度です。

労働者災害補償保険（通称・労災保険）と雇用

保険を総称したものです。

○労災保険とはこんな制度です。

労働者が業務上の自由又は通勤によって負傷し

たり、仕事が直接の原因となる病気に見舞われ

たり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災

労働者や遺族を保護するため必要な保険給付

を行うものです。また、労働者の社会復帰の

促進など、労働者の福祉の増進を図るための

事業も行っています。

○雇用保険とはこんな制度です。

労働者が失業した場合や労働者の雇用継続が

困難となる事由が生じた場合に、失業等給付を

行うとともに、再就職を促進するため必要な給

付を行うものです。

問　茨城労働局労働保険徴収室　

　　☎ ０２９－２２４－６２１３

11 月は労働保険適用促進強化月間です。

一人でも雇ったら、入ろう「労働保険」

　全身性エリテマトーデスで治療中の方やご家

族等を対象に開催します。難病を抱えた生活の

仕方を一緒に学んでみませんか？

講　　　　　　演　　　　　会　

「全身性エリテマトーデスの治療」

講　　師　なめがた地域総合病院

　　　　　副院長　湯原孝典先生

期　　日　11月24日（木）

時　　間　午後2時～

　　　　　受付午後1時 30分から

場　　所　レイクエコー大研修室

申込方法　電話（月～金：午前８時 30分～午

後5時15分）にて下記までお申し込みください。

問・申 鉾田保健所　健康指導課
　　　☎ ０２９１－３３－２１５８

難　病　講　演　会

体験搭乗を実施します

　大型輸送ヘリコプター（ＣＨ－47Ｊ）の体験

搭乗を実施します。

期　　日　1月21日（土）

時　　間　午前8時～午後1時

場　　所　航空自衛隊百里基地

対　　象　中学生以上の健康な方

申込方法　ハガキに住所・氏名・年齢・職業・

　　　　　電話番号（昼間、連絡のつくもの）・

　　　　　応募の動機を明記の上、お申し込

　　　　　みください。ハガキ一枚につき1名

　　　　　の応募となります。※応募者多数

　　　　　の場合は抽選となり、当選者の発

　　　　　表は、「搭乗申請書」の発送をもっ

　　　　　てかえさせていただきます。

申込締切　１１月30日（水）必着

○天候、その他の理由により日程が変更となる

　可能性がありますのでご了承ください。

問・申 航空自衛隊百里基地渉外室「体験搭乗希望」係

　　　〒311-3415　小美玉市百里170

　　　☎ ０２９9－５２－１３３１

　鉾田保健所では、自分のからに閉じこもり「ひ

きこもり、悩んでいる当事者とその家族」への

理解を深め、支援の手をさしのべるための方法

を学ぶため、研修会を開催いたします。

講　　　　　　演　　　　　会　

「からに閉じこもる若者とその家族の支援」

講　　師　つくば病院　精神保健指定医師

　　　　　村松　洋先生

期　　日　１１月28日（月）

時　　間　午後2時 30分～３時30分

　　　　　受付午後2時から

場　　所　茨城県鉾田合同庁3階　大会議室

申込方法　電話にて下記まで

問・申 鉾田保健所　健康指導課
　　　☎ ０２９１－３３－２１５８

ひきこもり支援研修会

　「自分は酒に強いから、たくさん飲んでも大

丈夫」「寝酒を毎日飲んでいる」など、自分の

ことや家族の飲酒と健康について関心や興味の

ある方、皆様のご参加をお待ちしております。

講　　　　　　演　　　　　会　

「アルコール依存症への支援ー酒害の現状ー」

講　　師　豊後荘病院　医師　飯塚聡先生

期　　日　12月8日（木）

時　　間　午後1時 30分～2時 30分

　　　　　受付午後1時から

場　　所　玉造保健センター

申込方法　電話にて下記まで

問・申 鉾田保健所　健康指導課
　　　☎ ０２９１－３３－２１５８

心の健康づくり研修会


