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

市民の声を市政に！

市長出前ふれあい懇談会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構いません。
　　　　　（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課にご連絡ください。

問 秘書課（麻生庁舎）　 ☎ ０２９９－７２－０８１１

平成 24年 3月 1日　№ 60

お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　3月10日（土）

　　　　　　午後１時30分～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

◆対　　象　小学生以上

　　　　　　（小学生は要保護者同伴）

☆今回のテーマは「春のイースター」です。

☆持ち帰る袋とエプロンを持参してください。

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

ワカサギ観察・釣り体験
釣ったワカサギはその場で調理して食べられます！

◆日　　時　3月上旬の土日祝日

　　　　　　　　　　　　午前9時 30分～午後4時 30分

◆場　　　　所　霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館階段下

　　　　　　　　　　　三連水車側　三角池

◆料　　　　金　　300円

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

あそう温泉　白帆の湯
毎月２６日は「フロの日」

利用者の方に粗品をプレゼント！

◆日　　時　3月26日（月）午前10 時～午後9時

◆問い合わせ　あそう温泉白帆の湯

　　　　　　☎ ０２９９－８０－６６２２

弐湖の国なめがた検定開始！
弐湖の国なめがた検定ＨＰ

http://www.namekan.jp/kentei/

市のイベント、歴史、野菜の知識など行方市にま

つわる問題を随時掲載していきます！ぜひ挑戦して

ください。検定に合格すると合格証をプリントアウ

トできます！

◆問い合わせ　行方市観光協会（風土記1300 年

日本源流の祭典実行委員会）☎ ０２９９－５５－１２２１

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

応急仮設住宅供与の受付は
　　　　　　終了しました

県西・鹿行交流ツアー
行方市民向けの結城市観光ツアー
①産地見学会コース

つむぎの館～各製造工程の見学＆昼食

○資料館と陳列館、結いの見世で結城紬をよ

　り深くお知りいただくための案内付き

○普段は見ることが出来ない本場結城紬の製

　造工程を特別見学

○現代の名工による本物の職人技、匠の技を

　ご見学いただけます。

②つむぎ味噌造り体験コース

味噌造り体験＆昼食～山川不動尊縁日

○創業天保３年の老舗で味噌造り体験。造っ

　た味噌約８kgはお持ち帰りください。

○味噌造り体験後は、みそを使用した料理が

　これまた絶品！他味噌を使った料理のレシピ

　も公開。

○昭和初期のどこか懐かしい縁日です。

①②共通

結城酒造～街中散策～あくとの里（農産物のお買い物）

○小田屋醤油蔵は寛政元年創業の老舗醤油蔵

　元です。取引先は有名割烹料亭やホテル等。

　小売には一切卸さないこだわりの醤油です　

　が、お店では購入いただけます。

○結城の老舗酒造の見学・試飲も出来ます。

○あくとの里は新鮮な農産物直売所。とれたて

　野菜やお土産のショッピングをお楽しみくだ

　さい。

○「ゆでまんじゅう」や「すだれ麩」といった

　聞きなれない名物も多数。是非ご賞味くだ

　さい。

○「ゆでまんじゅう」は食べ比べクーポン（真盛

　堂・富士峰菓子舗・なか川菓子舗の3店舗）

　付き

◆期　　日　3月28日（水）

◆発着場所（集合／出発／帰着時）

　麻生庁舎（7：00／7：10／18：25）

　北浦庁舎（7：30／7：40／18：40）

　道の駅たまつくり（8：00／8：10／19：00）

◆旅行代金　6,980円（大人・こども同一）

◆後　　援　結城市・行方市　

◆問い合わせ　ＪＴＢ関東法人営業水戸支店

　　　　　　☎ ０２９－２２２－７３３５

　東日本大震災で被災された市民の方々で条件

を満たす方に対して、市が民間賃貸住宅を借上

げて提供しておりましたが、茨城県の決定によ

り、平成 23年12月28日をもって茨城県民の

方の受付を終了しました。

問都市建設課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　下記記載の市営住宅の入居者を募集します。

住宅名 所在地 間取り 構造 募集
戸数

みなみ原団地
（旧麻生）

青 沼
841-14

３ＬＤＫ RC造 ３戸

新池住宅
（旧麻生）

麻 生
3491-2

３DＫ 木造 １戸

募 集 期 間　３月１日（木）～３月９日（金）

入居者資格　下記の全ての要件に該当する方

①単身入居以外の方で現在住宅に困っている方

②市税等を滞納していない方

③公営住宅法で定める基準内の収入である方

（例）一般世帯の場合　（1世帯の合計所得額

－控除額）÷12＝15万8千円以下

入居者の選考　募集戸数より申込者数が多い場

合は、市営住宅管理条例第8条により入居者

選考委員会を行い入居者を決定いたします。

入居可能予定時期　平成２４年４月

申 込 方 法　所定の申込書がありますので、都

市建設課（玉造庁舎）及び総合窓口課（麻生・

北浦庁舎）にお問い合わせください。

【募集内容・申込書等については、行方市ホー

ムページにも掲載しています。】

問都市建設課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

市営住宅入居者募集

　水戸財務事務所では、多重債務に陥ってし

まった方からの相談を受けています。状況をお

聞きし、債務整理方法のアドバイスや、必要に

応じ法律の専門家への引継ぎも行っています。

一人で悩まず、お電話ください。相談は無料です。

財務省　関東財務局　水戸財務事務所

　　　　　　　　　　　　多重債務相談窓口

専用ダイヤル　☎０２９－２２１－３１９０

　　　　平日　午前８時30分～午後０時

　　　　　　　午後１時～午後４時30分

～返しきれない借金に悩んでいませんか～

多重債務相談窓口

　医療や介護サービスの利用で困っていること、

費用や保険料負担で困っていること、負担軽減

などについてご相談に応じます。

期　　日　4月7日（土）

時　　間　午前９時30分～午後 0時 30分

受付電話番号　☎ 029-228-0600

　　　　　　　☎ 029-228-0602

＊回答者はケアマネージャー、ケースワーカー、

　医療・福祉団体のスタッフです。

＊相談料は無料です。

～茨城県社会保障推進協議会～

国保・医療・介護なんでも電話相談室

イベント情報や子育て情報、

災害に関する情報等を配信し

ています。ぜひご利用ください。

登録はバーコードリーダーから　！

問 秘書課（麻生庁舎）☎ ０２９９－７２－０８１１

行方市メールマガジン
－暮らしに役立つ情報をメールでお知らせー



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 3月 29 日（木）　19：００～ 21：00

つくば山水亭（つくば市）

② 3月 31 日（土）13：30 ～ 16：30

ホテルグランド東雲（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」は
　　　　　全県的な結婚支援活動
　　　　　　を推進しています。

事業内容

①会員制のパートナー探しのサポート

②ふれあいパーティーの開催・支援

③「マリッジサポーター」等の出会い

　のお世話をする団体の育成及び支援

詳しい内容についての
　お問い合わせはこちら↓

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/

なめがた版　プレミアム婚活 No.6

「スポ婚☆サッカー観戦！」

　　～サッカー好き同士で盛り上がろう！！～

場　　　　所　カシマサッカースタジアム　ＳＵＩＴＥ　ＢＯＸ

時　　　　間　13：00 ～ 18：00 予定　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　概ね45歳以下の独身者

会　　　　費　男性　4,000 円　女性　2,000 円

申込締切　3 月 8日（木）

問・申 市企画政策課（麻生庁舎）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１

3/20
（火・祝）

募　　集

　労働基準監督官は、労働基準関係法令に基

づいてあらゆる事業場に立ち入り、事業主に法

に定める基準を遵守させることにより、労働条

件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保

を図り、また、労働災害等にあわれた方に対す

る労災補償の業務を行うことを任務とする厚生

労働省の専門職員です。

受験資格　

１　昭和57年４月２日～平成３年４月１日生まれの者

２　平成３年４月２日以降生まれの者で次に掲げる者

①大学を卒業した者及び平成 25年３月までに

　大学を卒業する見込みの者

②人事院が①に掲げる者と同等の資格があると

　認める者

試験の程度　大学卒業程度

インターネット申込受付期間

４月２日（月）午前９時～４月１２日（木）

インターネット申込専用アドレス

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

※インターネット申し込みができない場合は、

茨城労働局または最寄りの労働基準監督署、

公共職業安定所などにて受験申込書を入手し、

申込先へ郵送または持参してください。なお郵

送・持参の受付期間は４月２日（月）～３日（火）

と短くなっていますので注意してください。

試験日程

第１次試験日　６月１０日（日）

第２次試験日　７月１８日（水）、１９日（木）

　　　　　　　（いずれか指定された日）

○茨城労働局のホームページからも募集要綱を

　ご覧いただけます。

問　茨城労働局総務課　

　　☎０２９－２２４－６２１１

平成 24 年度　自衛官募集

受験
種目

幹部候補生（一般・技術） 予備自衛官補（一般・技能）

応募
資格

20 歳以上 26 歳未満の方
（22 歳未満の方は大卒見込含）
※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

【一般】
18 歳以上 34 歳未満の方
【技能】
18 歳以上で国家免許資格等を有する方
※自衛官であった方は、自衛官であっ
た期間が 1年未満の方（詳細について
は要問い合わせ）

受付
期間

2月 1日（水）～ 4月 27 日（金）
※締切日必着

【第 1回】1月 11 日（水）～ 4月 4日（水）
【第2回】7月 17日（火）～10月 1日（月）
※締切日必着

試験
期日

【1次】
5月 12 日（土）筆記試験
5月 13 日（日）筆記式操縦適正検査
　　　　　（飛行要員希望者のみ）
【2次】
6月 12 日（火）～ 6月 15 日（金）
　　　　　　　　　　　　　　のいずれか 1日

【第 1回】
4月 13 日（金）～ 16 日（月）
　　　　　　　　　　のいずれか 1日
【第 2回】
10 月 12 日（金）～ 15 日（月）
　　　　　　　　　　　のいずれか 1日

※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（航空自衛隊百里基地内）　☎ ０２９９－５２－１３６６

平成 24 年度　労働基準監督官募集
　いのちの電話は、自殺予防を目的とし、さ

まざまな問題をかかえながら相談する人もなく、

孤独の中にあって、助け、慰め、励ましを求め

ている一人ひとりによき隣人として、「電話」と

いう手段で対話することを主な目的とするボラ

ンティア活動です。あなたもボランティア相談

員になって、いのちの電話の活動に参加しませ

んか。

応募期間　2月1日～5月10日

応募資格

①いのちの電話の趣旨に賛同し、活動に積極的

　に参加してくださる方

② 23歳～63歳の方

募集人数　40名程度

研修期間　平成 24年 6月～平成 26年 3月

研修場所　つくば市周辺

問・申 社会福祉法人茨城いのちの電話事務局

つくば　☎０２９－８５２－８５０５ FAX０２９－８５２－８３５５
※電話受付は平日の午前9時～午後5時

茨城いのちの電話　相談員募集

　開発途上国の人々 と共に生活し、あなたの技

術や経験を生かして活動する海外ボランティア

に参加してみませんか。県内3カ所で体験談&

説明会を開催、海外ボランティアの経験者たち

が皆さんの質問や相談にお

答えします。参加無料・事

前申込不要・途中入退室自

由です。

○4月1日（日）　つくば市／JICA 筑波

シニアの部：午前10 時～午後 0時 30分　

青年の部：午後2時～午後4時 30分

○4月7日（土）　水戸市／エクセルホール

シニアの部：午後1時～午後3時 30分

青年の部：午後4時 30分～午後7時

○4月22日（日）つくば市／イーアスホール

シニアの部：午後1時～午後3時 30分

青年の部：午後4時 30分～午後7時

問 JICA 筑波　☎０２９－８３８－１７７４

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

青年海外協力隊・シニア海外ボランティア募集 市報行方・市公式ホームページ
広告募集

　市では、新たな自主財源の確保や地元商工

業者などの活性化、市民生活情報の提供を目

的有料広告掲載の取り組みを行っています。

【市報行方への広告掲載】

規　　格

１枠が縦4.6cm×横8.5cm２色（黒

青）刷り（単色も可）なお1ペー

ジに2枠掲載する場合は 2枠を

繋げて縦 4.6cm×横 17.5cmとし

て掲載することができます。

料　　金 １枠月額 10,000円 

掲載期間 １ヶ月単位とし最長12カ月

募集枠数 最大８枠 

掲載位置 市報行方の指定したページの下段 

支払方法 

原則として月毎の前払い。広告の

掲載期間が２カ月以上にわたる場

合は一括して納付することができ

ます。 

申込締切 
掲載を希望する号発行日の１ヶ月

前までにお申し込みください。 

【行方市公式ホームページへの広告掲載】

規　　格

○バナー広告規格　大きさ：縦50

ピクセル（19.05mm）×横 150ピ

クセル（52.92mm）データ量：５K

バイト以内　データ形式：GIF 形式

又は JPEG 形式（動画不可） 

料　　金

バナー広告１枠 月額10,000 円（連

続する複数月の申込みをされる場合

は３ヶ月から５ヶ月が月額１枠 8,000

円６ヶ月から11ヶ月が月額１枠7,000

円12ヵ月が月額１枠5,000円 ） 

掲載期間 １ヶ月単位とし最長12カ月

募集枠数 最大15枠 

掲載位置 
市ホームページのトップページで市が

指定した位置 

支払方法

原則として一括前払い。広告の掲

載期間が２カ月以上にわたる場合協

議の上、分割納付することができます。

申込締切
掲載を希望する月の２週間前までに

お申し込みください。 

【申込方法】

広告掲載申込書（様式第1号）に掲載しようと

する広告の原稿案を添えて行方市役所秘書課

広報担当へお申し込みください。

問　秘書課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１


