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湖上のレジャーをたのしもう！

運　　　　　航　　　　　日　7月～10月（毎週土日）

※8/12はお休みとさせていただきます 

受付場所　道の駅たまつくり内 受付事務所

受付時間　午前10 時～午後4時

料　　金　体験者　5,000円（中学生以上）

　　　　　同乗者　1,000円（中学生以上）

　　　　　500円（小学生）  無料（幼稚園以下）

料　　金　１人 3,000円　＊3人以上で運航

料　　金　1搬1時間　1,000円

問行方市観光協会　☎ ０２９９－５５－１２２１

水郷なめがた

　　　　水辺の里写真コンクール
今年もたくさんの方の応募をお待ちしています！

※応募作品の返却希望の方は、返却送料分の切   

   手を同封の上、ご応募ください。

※作品はまとめてご応募をお願いいたします。

テ　　　　　　　ー　　　　　　マ　行方市の「帆引き船」・「お祭り」・「風

　　　　　景」・「モデル撮影会」等を題材にし

　　　　　た写真

応募締切　12月14日（金）（当日消印有効）

応募規格　平成24年１月以降に行方市内で撮        

　　　　　影された写真

応募方法　指定の用紙（観光協会ＨＰよりダウ

　　　　　ンロード）に記入後作品裏面に貼附

　　　　　し、郵送してください

問行方市観光協会（行方市開発公社内）　

〒３１１－３５１２　行方市玉造甲１２３４

☎０２９９－５５－１２２１　FAX０２９９－５５－３９２６
URL http://www.city.namekan.jp

　行方市観光協会より　
イベント情報！

　ーあなた一人で悩んでいませんかー

　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。しかし、残念ながら依

然として高齢者・障害者に

対する人権侵害が発生して

おり、大きな社会問題となっています。、

 水戸地方法務局及び茨城県人権擁護委員連合

会では、高齢者・障害者に対する暴行・虐待な

どのあらゆる人権侵害を電話で相談を受け付け

ています。秘密は厳守いたします。

全国一斉

「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間

期　　間　9月10日（月）～9月16日（日）

時　　間　午前8時 30分～午後7時

　　　　　※土日は午前10 時～午後5時

電話番号　☎0570-003-110

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　☎029-227-9919 

　昨年４月の森林法改正により、

今年４月以降、森林の土地の所有

者となった方は市町村長への事後

届出が義務付けられました。

【届出事項】

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有

者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所

在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。

添付書類として、登記事項証明書（写しも可）又

は土地売買契約書など権利を取得したことが分か

る書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

※詳しくは農林水産課までお問い合わせください。

【届出期間】

土地の所有者となった日から９０日以内に、取得し

た土地のある市町村の長に届出をしてください。

【届出対象者】

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土

地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出を

しなければなりません。ただし、国土利用計画法

に基づく土地売買契約の届出を提出している方は

対象外です。

問農林水産課（北浦庁舎）　☎0291-35-2111

森林の所有者届出制度が
スタートしました

高齢者・障害者の人権
あんしん相談

　東日本大震災に対する介護保

険料及び利用料等の減免・免除期

間を、平成２４年度についても、延

長して対応することとなりましたのでお知らせします。

【減免・免除期間】

保険料・利用料：平成２４年９月３０日まで延長

食費・居住費：平成２４年２月２９日で終了

【対象になる方】

平成２３年度に保険料の減免及び利用料の免除を

受けていた方及び平成２４年３月１日以降に介護サー

ビスを利用した方で次に該当する方

＊ 震災により、被保険者本人又は同一世帯の主た

る生計維持者の住居が半壊以上の損害を受け

た方等。

※ 平成２３年度より引き続き減免・免除の対象とな

る方については、再申請の必要はありません。

※ 平成２４年度に新たに６５歳に到達した方、介護

認定を受けた方などは、別途申請が必要です。

問介護福祉課（玉造庁舎）　☎0299-55-０１１１

東日本大震災被災者の方へ
介護保険料の減免及び利用料の免除期間延長

○特定疾病療養受療証○

対　　象　現在、特定疾病療養受療証を使用し

　　　　　て治療を受けている方→7月下旬に郵

　　　　　送しました

○限度額（減額）適用認定証○

対　　象　入院や外来のために交付が必要な方

　　　　　（※国保税に未納がある方は交付出来

　　　　　ない場合があります。）

更新手続　前年度所得で区分を判定しますので、

　　　　　窓口へ申請してください。

○高齢受給者証（水色）○

対　　象　平成24年 8月1日現在で満70歳～

　　　　　74歳までの方（70歳の誕生日の翌月

　　　　　から適用）→7月下旬に郵送しました

※負担割合は2割（平成25年 3月31日まで負担

　割合は1割）または3割

※受診されるときは保険証と一緒に提示すること

　を忘れずに。

問国保年金課（玉造庁舎）　☎0299-55-0111

国民健康保険からのお知らせ
毎年８月は更新時期です

　 昨年度行いました「なめが

たサツマイモお菓子コンテス

ト」入賞１０作品を掲載した

レシピ集が完成しました。

　各庁舎窓口及び図書館に

置いてあります。また、農林

水産課へご連絡いただけれ

ばお送りいたします。レシピ集を参考に、ぜひサ

ツマイモお菓子を作ってみて下さい。

問なめがた食彩マーケット会議（農林水産課）　

　　　　　　　　　　　　☎0291-35-2111

サツマイモお菓子レシピ集が
完成しました

　「電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法」により平成 24年７

月１日より「再生可能エネルギーの固定価格買

取制度」が開始されることとなりました。

　本制度の買取費用は、「再生可能エネルギー

発電促進賦課金」として、電気をお使いになる

お客さまにご負担いただきますが、東日本大震

災で著しい被害を受けた住居等に対する減免措

置があります。

【減免措置の対象となる方】

○罹災証明を受けた方

○福島第１原子力発電所事故により、警戒区域等

　から東京電力供給エリアに避難された方

【必要書類】

○「再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置

　申込書」（ホームページ、東京電力窓口等により入

　手できます）

○「罹災証明書（写）」または「被災証明書（写）」

　（高速道路無料化のために発行された被害状況

　として建物被害の記載がない証明書等は対象外）

【申込方法】

必要書類を、ご郵送にてお申し込みください。

問東京電力株式会社茨城支店

　再エネ賦課金減免手続きセンター

　〒310-0021　茨城県水戸市南町2-6-2　

　☎0120-995-332

再生可能エネルギー発電促進
賦課金減免措置のご案内

　 個人事業税は、県内で事業を営んでいる個人

の方に、前年中の所得金額に対して課税される

税金です。

　 納期は、毎年８月と１１月の２期に分かれていま

す。今月はその第１期分の納期となっており、納

期限は８月３１日です。期限内に完納されるよう

お願いします。なお、個人事業税の納税には『口

座振替制度』がありますので、ぜひご利用くだ

さい。

問茨城県行方県税事務所　☎ 0299-72-0772

県税事務所からのお知らせ
「８月は個人事業税第１期分の納期です」

　８月「児童扶養手当現況届提出」に伴い、就労・

生活・修学資金等の「悩み事相談窓口」を開設し

ます。お気軽にお問い合わせください。

期　　日　８月29日（水）

時　　間　午前１０時～午後３時

場　　所　行方市役所

　　　　　玉造庁舎　相談室

問茨城県鹿行県民センター県民福祉課

　☎0291-33-6264

児童扶養手当を受給している方へ
「悩み事相談窓口」開設

期　　日　９月９日（日）～９月13日（木）

実施場所　麻生公民館

問健康増進課（北浦保健センター内）

　☎0291-34-6200

総合健診のお知らせ（麻生地区）



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①８月 15日（水）13:30 ～ 16:30　

　　ホテルグランド東雲（つくば市）

②８月 26日（日）13:30 ～ 16:30　

　牛久市中央生涯学習センター（牛久市）

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
９/20（木）　素敵な予感！
　　　　　　　　　　ふれあいパーティー
時　　間　19:00 ～ 22:00
場　　所　水戸京成ホテル（水戸市）
対　　　 象 　　者　25歳～ 39歳までの独身者
受付期間　8/20（月）～ 9/2（日）

９/25（火）　みんなでしゃべらないと！
　　　　　　　　　　　　　　in HITACHI
時　　間　19:00 ～ 21:30
場　　所　シーバーズカフェ（日立市）
対　　　 象 　　者　30代・40代の独身者
受付期間　8/24（金）～ 9/6（木）

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/

結婚相談

～あなたの出会いお世話します～

　茨城県から委嘱を受け、地域の独身男女

の「出会いの相談や仲介」をボランティア

で行っている「マリッジサポーター」が、お

見合いや婚活に関する相談を受けます。ど

うぞお気軽にご相談ください。

場　　所　麻生公民館　第 2研修室

日　　時　8月 11 日（土）13:00 ～ 16:00

　　　　　8月 14 日（火）17:00 ～ 19:00

　　　　　（事前予約制）

内　　容　独身者の出会いの相談など

相　　　　　談　　　　員　いばらきマリッジサポーター

　　　　　大久保正弘

相　　　　　談　　　　　料　無料

問・申 大久保正弘　☎ 0299-72-2091



　
期　　日　９月２３日（日）　　

時　　間　開会式　午前８時３０分

応募資格（監督を含め８名以内で構成）

○ウィメンズクラス

（学生、生徒、一般、年齢制限無し）女子のみ

○フリークラス

（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチーム内に入る場合は２名以内

○ブロンズクラス

（30歳代の男女と40歳以上の男女それぞれ1人）

○シルバークラス

（40歳代の男女と50歳以上の男女それぞれ1人）

○ゴールドクラス（50歳以上の男女それぞれ２名）

○初心者クラス（年齢制限なし）

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１チーム２，０００円（試合当日納入）

※参加する際に別途年度登録料500円が必要

申込締切　９月13日（木）※申込用紙は各体

　　　　　育施設にあります。

期　　日　９月２６日(水 )

時　　間　スタート時間　午前７時３０分～

　　　　　※スタート時間の３０分前には受付

　　　　　を済ませてください。

応募資格　行方市内在住在勤者

人　　数　先着１８０名（４５組）

場　　所　霞ヶ浦カントリー倶楽部

料　　金　参加料　３，０００円

　　　　　プレー料金　①ビジター７，３００円

　　　　　（乗用セルフ・昼食付）

　　　　　※上記の料金はセルフ料金となっ

　　　　　ております。キャディ付プレーをご

　　　　　希望の方は，別途 3,500 円が上記

　　　　　料金に加算されます。

申込方法　氏名・住所・電話番号・生年月日・

　　　　　プレー区分を電話または FAXにて

　　　　　お申し込みください。

募集期間　８月1日（水）～９月１０日（月）

競技方法　18ホールストロークプレー・新ペリ

　　　　　ア方式

　ウォーキングを中心に、自宅で簡単にできる

運動の実践を通して、いきいきと楽しく元気に

暮らす方法が学べます。

実施期間　９月２５日（火）～1１月１３日（火） 

　　　　　※毎週火曜日　（全８回）

時　　間　午後６時30分～午後８時

対　　象　行方市民で 65歳未満の方 

場　　所　玉造保健センター

講　　師　健康運動指導士

定　　員　30名

参　　　　　加　　　　　　費　無料

申込締切　９月14日（金）　

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　　　　　　　　☎ ０２９１－３４－６２００

けんこう応援教室
～楽しく運動！ウォーキング講座～

スポーツ振興課からのお知らせ

募集内容　北方領土に関するもので、啓発グッ

　　　　　ズ等での使用や様々な世論啓発の

　　　　　場で使用する標語やキャッチコピー

応募条件　入選した場合、氏名、居住地の都

　　　　　道府県市町村名を公表できる方

応募方法　「はがき」又は「電子メール」で①

　　　　　応募作品（標語・キャッチコピーの

　　　　　区分を明記）②郵便番号③住所④

　　　　　氏名（ふりがな）⑤年齢⑥性別⑦

　　　　　電話番号⑧職業を表記

         　　※１通につき１作品、複数回の応募可

応　　　　募　　　　先　【はがき】〒110-0014　東京都台

　　　　　東区北上野1-9-12住友不動産上野

　　　　　ビル９階独立行政法人北方領土問

　　　　　題対策協会　宛

　　　　　【電子メール】

　　　　　hyougo.catch2012@tk.hoppou.go.jp

　　　　　※メールの件名「平成 24年度標　

　　　　　語・キャッチコピー応募」

申込締切　９月30日（日）締切（当日消印有効）

表　　彰　【最優秀賞】賞状と賞金５万円

　　　　　【優　　　　　秀　　　　　賞】賞状と賞金２万円

　　　　　【佳　　作】賞金５千円

問・申 独立行政法人北方領土問題対策協会

　　　　　　　　　　　　☎03-3843-3630

北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

屋形船 de 婚活

「恋の打ち上げ花火」

花火が大好きな婚活男

女集まれ～ !! 屋形船で

新しい出会いと花火大会

を楽しもう♪

場　　　　所　潮来富士屋ホテル・北浦湖畔

期　　　　日　8 月 25 日（土）

時　　　　間　18:30 ～ 21:30　

　　　　　　　　　※雨天時は 26 日（日）に順延　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　45歳以下の独身者

会　　　　費　男性 4,000 円　女性 2,000 円

受付期間　８月１日（水）～８月 14日（火）

問・申 市企画政策課（麻生庁舎）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１

8/25
（土）

受験
種目

自衛官候補生（男子） 自衛官候補生（女子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

応募
資格

採用予定月の１日現在、
18歳以上 27 歳未満の男子

採用予定月の 1日現在、
18歳以上 27歳未満の女子

平成25年 4月 1日現在、
18 歳以上 27 歳未満の方

平成25年 4月 1日現在、
18 歳以上 21 歳未満の方

受付
期間

年間を通じて
行っています

8月 1日（水）～ 9月 7日（金）（締切日必着）

試験
期日

受付時にお知らせ
9月23日（日）～26日（水）
のうち指定する 1日

9月 17 日（月）（１次） 9月 22 日（土）（１次）

会場 受付時にお知らせ 別途各人に通知
受付時又は受験票交付時

にお知らせ
別途各人に通知

試験
科目

筆記試験・口述試験・適性検査及び身体検査
（１次）筆記試験・適性検査
（２次）口述試験・身体検査

（１次）筆記試験・適性検査
（２次）航空身体検査等
（３次）操縦適性検査等

※詳しくは、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　小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）
　　　☎ ０２９９－５２－１３６６

自衛官募集案内

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）☎ 0291-35-2120 FAX 0291-35-3854

期　　日　９月２３日（日）

時　　間　午前１０時～午後４時

　　　　　（受付：午後３時終了）　

場　　所　鹿島会場（水戸地方法務局鹿嶋支

　　　　　局）鹿嶋市鉢形1527-1

相談内容　登記、供託、戸籍・国籍、人権擁護等、

　　　　　法務局の取り扱う業務全般

料　　金　無料

問・申 水戸地方法務局鹿嶋支局

　　　　　　　　　　☎ ０２９９‐８３‐６０００

全国一斉！法務局休日相談所開設
（水戸地方法務局）

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

－暮らしに役立つ情報をメールでお知らせー


