
お知らせ版
市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 24年 6月 1日　№ 63

フラワーアレンジメント
◆日　　時　６月16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

◆対　　象　小学生以上

　　　　　　（小学生は要保護者同伴）

☆今回のテーマ　「フラワーケーキアレンジ」

☆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

「第４回なめがた金魚すくいまつり」

　　　　　　　　参加者募集！！
毎年大人気のイベントです！

ぜひご参加ください。

◆期　　日　６月24日（日）

◆受　　付　午前８時～午前９時30分

◆場　　所　道の駅「たまつくり」内

◆申込方法　当日、受付までお越しください。

※一般の部、小・中学生の部　各先着200 名

◆料　　金　無料

◆問い合わせ　行方市観光協会

　　　　　　☎ ０２９９－５５－１２２１

レンタサイクルのご案内
霞ヶ浦湖岸沿いをさわやかにサイクリングはい

かがですか？

◆時　　間　午前９時30分～午後４時30分

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

◆料　　金　大人（高校生以上）500円

　　　　　　小人（小中学生）300円

　　　　　　幼児（未就学児）無料

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

　行方市観光協会より　
イベント情報！

脳ドックの費用を助成します

　行方市国民健康保険では、脳ドックの費用を

助成します。

対　　象　年度内４０歳から７４歳で国民健康

　　　　　保険加入者（但し、前年度受検者

　　　　　で「検査結果が異常なし」を除く）

検査期間　平成２４年６月～平成２５年３月

検査医療機関　

医療機関 住　所 電話番号 料　金
なめがた地

域総合病院

行方市井上

藤井９８－８

0299-56-

0600
28,350

石岡脳神経

外科病院

小 美 玉 市

栗 又 四 ケ

1768-29

0299-58-

5211
25,200

白十字総合

病院 

神 栖 市 賀

２１４８

0299-93-

1779
21,000

費　　用　受検者が料金の３割を負担し、７

　　　　　割を市で負担します。

受検方法　電話で国保年金課へ申し込みをし

　　　　　てから、検査日時などは医療機関

　　　　　へ直接連絡をして受けてください。

問・申 国保年金課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

６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　６月13日・20日

時　　間　午後７時30分～午後９時

資料代等　2,000円

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

　　パソコン講座受講生募集

新規路線バス開通のお知らせ

　６月１日から土浦駅～玉造駅を運行する新た

な路線バスが開設されます。本路線は、茨城

県の委託により、複数市町村にまたがる広域バ

ス路線の運行可能性を調査するため、実験的

に運行されるものです。

　多くの方にご利用いただければ、実験期間終

了後の路線維持も期待できますので、皆さんの

ご利用をお願いします。

　また、平成24年8月31日までの期間限定で、

お試し回数乗車券（４枚綴り1,000円）でのご

利用が可能です。運行時間・料金等の詳細につ

いては、市役所庁舎やふれあいランド等の公共

施設窓口にパンフレットを配置するほか、市ホー

ムページでもご覧いただけます。

【市内の主な停留所】

玉造駅～玉造庁舎前～玉造中学校下～高須東

～道の駅たまつくり

問関鉄グリーンバス株式会社　☎ 0299-22-3384

児童手当について

○児童手当（新制度）のご案内

　平成 24年４月から「子ども手当」は「児童手

当」に変わりました。 

　手当額は変わりませんが、平成 24年６月分

から所得制限が導入されます。所得制限対象

者でも当分の間は特例給付として支給します。

３歳未満 15,000円
３歳から小学校修了前（第１・２子）10,000円
３歳から小学校修了前（第３子以降） 15,000円
中学生 10,000円

所得制限対象者（６月分以降）
5,000円

（特例給付）

○現況届について

　現況届とは、児童手当を引き続き受給する要

件があるかどうかを確認するためのものです。

　現況届の用紙は６月中旬にご自宅に郵送しま

すので、平成 24年６月１日の状況を記入の上、

平成 24年６月29日（金）までに提出してくだ

さい。 なお、現況届を提出

しないと６月分以降の児童手

当の支払は受けられませんの

で、ご注意ください。

問社会福祉課　☎ 0299-55-0111

　昨年３月１１日に発生し

た東日本大震災により、多

くの住宅の屋根が壊れまし

た。現在、屋根の補修工

事が行われています。これ

に伴い、屋根からの墜落

災害が多発しています。屋根上で作業する際は、

以下の墜落防止対策をお願いします。

●作業を行う際は足場を設置してください。こ

　れが困難な場合は親網を張って安全帯を使

　用してください。

●屋根へ上るための「はしご」は転倒しないよ

　うに固定してください。

●作業を行う際は、ヘルメット（保護帽）をかぶっ

　て、あごひもを締めてください。

問鹿嶋労働基準監督署　☎ ０２９９－83－8461

屋根工事において
　墜落災害が多発しています

　札幌、神戸に続き、「茨城ー那覇線」がい

よいよ７月１日（日）～９月30日（日）の期間、

季節限定便として１日１往復運航されます。

　ぜひこの機会に、茨城空港を利用したご旅行

などを計画してみませんか。

茨城⇒那覇 那覇⇒茨城
12：45→ 15：50 9：30 → 12：05
○茨城～神戸線（毎日２往復運航）

○茨城～札幌（新千歳）線（毎日２往復運航）

運航ダイヤ・料金などについては、スカイマーク

に電話（☎ ０50－３１１６－７３７０）またはホームペー

ジ等でご確認ください。

問　県空港対策課　☎ ０２９－301－2761

７月１日より
　　「茨城ー那覇線」が就航！

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有機肥料を使用してみませんか

 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。

※検査の結果、安全性が確認されている製品

　ですので、安心してご使用ください。

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。

　歯に関する悩みや質問を受け付けます。料金

は無料です。

　匿名で結構ですので、お気軽にお電話くださ

い。歯科医師がご相談に応じます。

６月10日（日）午後２時～５時

◆受付電話番号◆

☎029-823-7930・☎029-835-0737
主催　茨城県保険医協会

歯の何でも電話相談
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ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 6月 24 日（日）　13：30～16：30

ビアスパークしもつま（下妻市）

② 6月 28 日（木） 19:00 ～ 21:00

つくば山水亭（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

7/15（日）みんなでしゃべらないと！
　　　　　　　　　　　　　In 茨城空港
時　　間　13：30～ 17：30
場　　所　茨城空港（小美玉市）
対 象 者　30代の独身者
受付期間　6/15（金）～ 29（金）

7/22（日）自己表現力ＵＰセミナー
　　　　　　　　　　　＆ Tea パーティー
時　　間　13：30～ 17：10
場　　所　いこいの村涸沼（鉾田市）
対 象 者　30歳～ 45歳までの独身者
募集期間　6/11（月）～ 25（月）

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/

Ｇｏｌｆ婚活『恋のアルバトロス』

ゴルフで婚活はじめませんか。初心者大歓迎です!!

場　　　　所　霞ヶ浦カントリー倶楽部

期　　　　日　① 6/30（土）② 7/28（土）

　　　　　　　　　③ 8/18（土）④ 9/22（土）

　　　　　　　　　⑤ 10/20（土）

時　　　　間　13：30 ～ 18：00　※天候等の都

合により、日時が変更になる場合があります。

内　　　　容　難波プロによるレッスン（①～④）、

９Ｈコースレッスン（⑤）＆プチ合コン

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　45歳以下の独身者　（原則として全

ての日程に参加できる方）

会　　　　費　①～④　2,000 円 / 回　⑤ 4,000 円

受付期間　６月４日（月）～６月１５日（金）

問・申 市企画政策課 ☎０２９９－７２－０８１１

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

期　　間　７月１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）

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　行方市居住或いは勤務する者

競技方法　競技の方法等については、行方市

　　　　　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　　　　　　費　競技により異なります。

申込締切　６月１５日（金）

※競技会場・集合時間・参加料等詳細につい

ては、要項にてご確認ください。

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、行

　　　　　方市スポーツ振興課へお申し込み

　　　　　ください。（申込は faxでも可です）

期　　日　７月１日～８月５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　北浦コース

　　　　　（受付：同コース練習場）

参加資格　市内在住在勤者に限定

　　　　　（男女問わず。ジュニア・初心者可）

募集期間　６月１日（金）～６月26日（火）

募集人数　４０名（定員になり次第締め切り）

参　　　　　加　　　　　　費　３,８００円（傷害保険料を含む）

　　　　　※入校時徴収（小・中学生も同じ）

実施内容　河本プロﾜﾝﾎ 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

※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13日（水）

　　　　　※毎週月曜日は休館日

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

日　　時　７月25日（水）・26日（木）の２日間

時　　間　午前９時～午後3時 30分

場　　所　鹿行広域事務組合消防本部会議室

　　　　　（鉾田市安房１４１８－１５）

　　　　　☎０２９１（３４）７１１９

定　　員　７０名

受付期間　６月１日（金）～６月30日（土）

※ただし締切日前であっても、定員になり次第

　締め切ります。

　 電話番号 住所

行方消防署 0291-35-0119 小幡1101-38

麻生出張所 0299-80-6119 麻生3339-1

玉造出張所 0299-36-2799 浜102－2

○申請書は、ホームページからもダウンロードできます。

URL http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu

　地域住民及び児童・生徒の環境美化に対す

る関心・意欲を高め、花いっぱい運動が地域や

団体に根ざした運動となるよう推進することを

目的に、花いっぱい運動ですばらしい成果をあ

げている地域・団体・職場・学校を表彰します。

申込締切　７月２日（月）

○応募用紙は大好きいばらき県民会議のホーム

ページからもダウンロードできます。

問・申 生涯学習課（北浦公民館内）☎ ０２９１－35－２１１１

第40回花と緑の環境美化コンクール
参加花壇の募集

　魚とりをしながら、霞ヶ浦のことを調べ、霞ヶ

浦で起こっている問題に気づき、問題解決に挑

戦します。

【生き物アカデミーの活動】

期　　日　毎月第３日曜日

場　　所　道の駅「たまつくり」

時　　間　午前９時30分　定置網の魚の調査

　　　　　午前10 時　魚とり、虫とり、野鳥

　　　　　の観察、霞ヶ浦の湖沼観測など

　　　　　（１２時終了）

応募方法　氏名、学校名、学年、住所、連絡

　　　　　先を記入して下記に連絡してください。

○資料代として年間1,000 円（霞ヶ浦アカデミ

会員無料。随時入会可。体験参加も歓迎です。）

問・申 霞ヶ浦生き物アカデミー事務局　浜田

〒319-0122　小美玉市江戸90-175

kaseco@y5.dion.ne.jp　☎ ０２９9－46－0988

　食の安全が、取りざた

されている現在の社会状

況の中、食に関する知識

を深めて地域に密着した

ボランティア活動をしてみ

ませんか！

期　　日　7月19日・9月20日・10月26日・

　　　　　11月15日・12月14日　（全 5回）

場　　所　北浦保健センター　（全日程）

対　　象　行方市に住民登録されている方で

　　　　　現に居住されている方

募集人員　25名（先着）

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込締切　７月13日（金）※定員になり次第締め切り

＊尚、養成講座終了後は、研修会及び住民健

診や献血時の予防食提供など、普及促進を目

的とした活動を積極的に行います。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ ０２９１－３４－６２００

行方市食生活改善推進員養成講座
受講生募集

日　　時　７月28日（土）午前１０時

　　　　　　　　　　～29日（日）午後２時

場　　所　陸上自衛隊勝田駐屯地

募集人員　70人（応募者多数の場合抽選）

参加資格　小学生（保護者１名同伴）

参　　　　　加　　　　　費　１人　2,500円

申込方法　①参加者全員の氏名（ふりがな）②

生年月日（小学生は学年も）③代表者の住所④

電話番号を記入の上、下記まで往復はがきにて

お申し込みください。

申込締切　６月20日（水）必着

問・申 勝田駐屯地広報班　☎ ０２９－２７４－３２１１

　〒312-8509　ひたちなか市勝倉3433

受験資格

①平成 24 年４月1日にお

いて高校又は中等教育学

校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過

していない者及び平成 25年３月までに高校又

は中等教育学校卒業見込みの者

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度　高等学校卒業程度

申込期間

○インターネット　６月26日（火）午前９時～

７月５日（木）午後５時（受信有効）

○郵送又は持参　７月２日（月）～７月10日（火）

（７月10日までの通信日付印有効）

申込方法

○インターネット　

次のアドレスへアクセスして、説明に従い入力

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

○郵送又は持参申し込み

第１次試験地を管轄する人事院各地方事務局に

申込書を提出

問・申 〒330-9712埼玉県さいたま市中央区新都

心１番地１（さいたま新都心合同庁舎１号館）

☎ ０４８－７４０－２００6

税務職員採用試験

自衛隊キャンプ教室参加者募集

甲種防火管理（新規）講習実施案内

霞ヶ浦生き物アカデミー
参加者募集
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