
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 11月 1日　№ 68
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〒３１１－３５１２　行方市玉造甲１２３４

☎０２９９－５５－１２２１　　 FAX０２９９－５５－３９２６

　借金の返済でお困りの方を対象

に無料法律相談会を開催します。

相談は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、各会場で「心の健康相談」も併せて実

施しますので、希望される方はお気軽にお申し

付けください。

期　　日　１１月１１日（日）～１１月18 日（日）

時　　間　午後１時～午後４時３０分

対　　象　多重債務者（借金の返済にお困りの方）

人　　数　各会場　定員10 名※事前予約制

　　　　　定員になり次第締め切り

場　　所　

１１月１１日（日）水戸合同庁舎

　　　　　　　（水戸市柵町 1-3-1）

１１月１２日（月）土浦合同庁舎第一分庁舎

　　　　　　　（土浦市真鍋 5-17-26）

１１月１３日（火）古河市三和庁舎３階

　　　　　　　（古河市仁連 2065）

１１月１４日（水）神栖市保健福祉会館

　　　　　　　（神栖市溝口1746-1）

１１月１５日（木）つくば市豊里地域交流センター

　　　　　　　（つくば市高野 1197-20）

１１月１６日（金）日立市シビックセンター

　　　　　　　（日立市幸町 1-21-1）

１１月１８日（日）水戸合同庁舎

　　　　　　　（水戸市柵町 1-3-1）

料　　金　無料

申込方法　事前に下記まで電話にてお申し込

　　　　　みください。※申込受付は平日午

　　　　　前８時３０分～午後５時１５分

申込締切　各会場開催日の前日まで

　　　　　※定員になり次第締め切り

問　県生活文化課　☎０２９－３０１－２８２９

　多重債務者のための
　　　　　無料法律相談会

　4 年前より彼岸花の球根の提

供を市民の皆様にいただいている

ところですが、今年は西蓮寺周

辺に植えた彼岸花が見事に咲き、

テレビ・新聞等に取り上げられ観

光客が訪れるまでになりました。

皆様のご協力に感謝いたします。しかし、未だ

来訪された方に満足をいただけるのには、球根

が足りない状況です。市民の皆様から彼岸花の

球根をご提供いただきたくお願いします。

　ご提供いただける方は商工観光課までご連絡

ください。

問　商工観光課（北浦庁舎）☎０２９１-３５-２１１１

彼岸花の球根を集めています

観光帆引き船操業

【操　　　　　業　　　　　　日】12 月 9 日（日）迄の毎週土・日

【受付場所】

①麻生地区　あそう温泉白帆の湯駐車場内　

観光帆引き船受付所（麻生 421-3　☎ 080-

1129-1190）

②玉造地区　道の駅「たまつくり」内　観光帆引

き船受付所（玉造甲 1963-5 電話番号　080-

8731-1772）

【乗船時刻】１便　１３：３０　　　２便　１５：３０

【料　　　　金】大人（高校生以上）　２，０００円

　　　　　　　　　　　小人（小・中学生）  １，０００円　　　

　　　　　　　　　　　幼稚園以下　無料（※要保護者同伴）

※１０名様以上は団体扱いとなり１割引きとなります。

どぶろく祭り
 　平安時代の初期、奈良の春日神社から分祀

した青沼の春日神社の建立を祝って始められた

五穀豊穣のお祭りです。

期　　　　日　　11 月 23 日（金）

場　　　　所　　春日神社（青沼）

第４回　なめきん検定大会

金魚すくい大会　ルーキー大会
入賞者には

　　　　　　行方産コシヒカリ30㎏など豪華賞品が！！

期　　　　日　　11 月 11 日（日）

　　　　　　　　　　受付：午前９時～午後０時

　　　　　　　　　　※雨天中止

場　　　　所　　霞ヶ浦ふれあいランド内

参　　　　　加　　　　　費　　300 円

参加資格　　どなたでも参加できます

主　　　　催　　行方金魚すくいの会

行方市観光協会より
イベント情報！

　平成 24 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

務署の取組や国税庁のＩＣＴ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」に向けた情報を提供します。

ＩＣＴ化を通じた納税環境の整備

　e-Tax や確定申告書等作成コーナーの改善の

ほか、国税庁ホームページにより、納税者が適

正に申告・納税が行えるよう納税の意義や税法

の知識、手続等について様々な情報提供を行っ

ています。

国際的な取引への対応

　国際的な取引への対応として国際的租税回

避への対応をはじめとした適正・公平な課税の

実現のための相互協議、租税条約に基づく情報

交換を行っています。

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　税に関する情報は国税庁ホームページへ
　　www.nta.go.jp
      e-Tax に関する情報は e-Tax ホームページへ
　　www.e-tax.nta.go.jp
      e-Tax の操作に関するお問い合わせは
　　☎ 0570-015901

「税を考える週間」
11月 11 日（日）～ 11 月 17 日（土）

　「平成 24 年分の給与所得者の年末調整事務

及び法定調書の書き方等」についての説明会を

次の日程により開催しますのでご案内申し上げ

ます。

開催日 時　　間 会　　場

11 月 20 日（火）

午後２時
～午後４時

行方市
麻生公民館

11 月 21 日（水）
鉾 田 市 役 所 2
階大会議室

11 月 27 日（火）
鹿嶋
勤労文化会館

11 月 28 日（水）
神栖市
文化センター

　説明会にお越しの際は、11月上旬にお送り

する「年末調整のしかた」などのパンフレットを

お持ちください。なお、不足する用紙等は会場

にてお渡しします。

問　潮来税務署法人課税第１部門

　　☎ 0299-66-6934

年末調整説明会のお知らせ

　平成 25 年版の農業日誌・ファミリー日誌・新

農家暦を予約販売いたします。

「農業日誌」Ｂ６版　

　　　　　　予約特価 1,400 円（定価 1,470 円）

「ファミリー日誌」Ｂ５版

　　　　　　予約特価 1,400 円（定価 1,470 円）

「新農家暦」Ａ５版　

　　　　　　予約特価 410 円（定価 500 円）

申込方法　お電話にて下記までお申し込みくだ

　　　　　さい。

申込締切　11月12日（月）

問　農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１-３５-２１１１

農業日誌等の予約受付について

　昨年、３月１１日に発生した東日本大震災は、

多くの方々に甚大な被害と深い悲しみをもたら

しました。社会経済や産業にも多大な影響を及

ぼし、私たちの生活や環境のあり方、災害に対

する備えなど、さまざまな問題を提起しました。

　本大会は、広く住民が一堂に会して地域の絆

の大切さを再確認し、災害に強い地域、人と人

が思いやり優しさを持って共に支え合う地域づ

くりをめざして開催します。

期　　日　１１月２３日（金・祝日）

時　　間　午前１０時～正午

場　　所　麻生公民館　体育室

記念講演　「地域での介護予防の実践について」

茨城県立健康プラザ管理者　大田仁史　先生

問　行方市社会福祉協議会　☎ 0299-36-2020

行方市社会福祉大会開催

行方市市制施行７周年記念事業11/25
（日）　　　　　親子ふれあいコンサート
～行方市のうたと文化を愉しむ～

　行方市市制施行7周年を記念して制作した

「行方市のうた」をみんなで歌ってみません

か？参加型音楽鑑賞をとおして郷土愛を深め

ましょう。

時　　間　午前 10 時 30 分～正午

　　　　　開場：午前 10 時

会　　場　行方市文化会館

料　　金　無料

申込方法　当日、直接会場にお越しください

問　企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

　労働者（アルバイトを含む）を１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。

　なお、保険制度の詳細および加入手続きに

ついては下記までお問い合わせください。

問・申 　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
１人でも雇ったら入ろう「労働保険」

11月度、受講生受付中です。

期　　日　11月14 日・21日

時　　間　午後７時～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

無料パソコン講座



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 11 月 10 日（土）17:00 ～ 20:00　

　　イーアスつくば（つくば市）

② 11 月 15 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☆

茨城県・いばらき出会いサポートセンター
主催 /行方市共催

ふれあいパーティー！
場　　所　レイクエコー
日　　 時　11 月 25 日（ 日）15:30 ～ 17:30
対　　　　 象 　　　者　年齢フリーの独身者
　　　　　（男女各 20 人）
会　　費　男性 1,000 円　女性 500 円
申込締切　11 月 8 日（木）まで
問・申 　いばらき出会いサポートセンター
 　　　　☎ 029-224-8888
※同日・同会場にて下記の催しも開催します。
●講演会「おひとり様の結婚事情」13:00 ～ 15:00
どうして晩婚が進んでいるのか ･･･どうしたら
結婚につながるのか ･･･ 結婚・婚活について、
ＮＰＯ法人全国地域結婚支援センター代表　
板本洋子氏が講演します。参加費無料、どな
たでも参加できます。
●「結婚相談会」15:00 ～ 18:00
いばらき出会いサポートセンターの相談員が、
個別に結婚相談に応じます。事前の申込は不
要、独身者及びその親御さんが対象です。

いばらき出会いサポートセンター
12/1（土）わくわく山登り＆みかん狩り
時　　間　朝～夕方（詳細は後日）
場　　所　宝筐山又は筑波山
対　　　　　象　　　　　者　35 歳以下の独身者
受付期間　11/1（木）～ 11/14（水）

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/

　昨年行いましたサツマイモお菓子コンテスト

優秀賞作品「なめいもール」のお菓子教室を開

催します。ふるってご応募ください。

期　　日　12 月1日（土）

時　　間　午後１時～

応募資格　小学生高学年以上（小学生は保護者同伴）

人　　数　24 名

場　　所　麻生公民館

料　　金　500 円

申込方法　電話、FAX（住所、氏名、年齢、電

　　　　　話番号記入）にてご応募下さい。

申込締切　11月19 日（月）

※応募者多数の場合は、抽選となります。

問・申 なめがた食彩マーケット会議（農林水産課）

　　　☎ 0291-35-2111

サツマイモお菓子コンテスト優秀賞作品
「なめいもール」お菓子教室開催

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　 FAX 　０２９１－３５－3854

○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。多くの皆様のご参加をお待

ちしております。

期　　日　１２月2日（日）

時　　間　午前９時開会

参加資格　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

料　　金　１チーム　１，０００円

　　　　　（代表者会議時に納入）

申込方法　申込用紙は各運動場にありますの

　　　　　で、下記へお問い合わせください。

申込締切　１１月２２日（木）午後 5 時まで

◆競技規則

インディアカ競技規則に準ずる。ただし、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（木）午後７時より

　北浦体育館２Ｆ会議室で行います。出場する

　チームの代表者は必ず出席してください。

○第７回行方市
　　　混合バレーボール大会○

期　　日　１２月９日（日）

時　　間　午前８時１５分集合

　　　　　午前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で

　　　　　あること（生徒・学生を除く）

場　　所　麻生運動場体育館ほか

料　　金　１チーム　２，０００円

　　　　　（代表者会議時に徴収いたします。）

申込方法　市体育協会事務局（スポーツ振興課）

申込締切　１１月２２日（木）午後５時

代表者会議　１１月２７日（火）午後７時３０分～

　　　　　北浦体育館２階　会議室

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）

＊９人制バレーボール（コート上９人のうち３～４

人が男性であること）

　行方野菜の新しい魅力を引き出したスイーツ

のレシピを募集します。秘伝あるいはご自慢の

レシピがありましたら、ぜひご応募ください。

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（金）

※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

「ベジスイーツコンテスト」
オリジナルレシピ大募集！！

期　　日　11月29 日（木）

時　　間　午前 9 時 30 分～正午

場　　所　北浦保健センター

対　　　　　　象　　　　者　市内在住の小学校就学

　　　　　前までの児童・保護者

募集人数　１５組

内　　容 　冬に向けて流行ってくる風邪等の感

　　　　　染予防の方法・親子クッキング

持　　　　　　ち　　　　　物　エプロン・三角巾・上履き

申込方法　社会福祉協議会へお申し込みくだ

　　　　　さい。先着順になります。

費　　用　無料

問・申 行方市社会福祉協議会☎ 0299-36-2020

子育て応援講座開催します！

受験種目　陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格　平成 8 年 4 月2 日から平成 10 年４

　　　　　月1日までの間に生まれた男子で

　　　　　中学校卒業者又は中等教育学校の

　　　　　前期課程修了者（平成 25 年 3 月に

　　　　　卒業又は修了見込みの方含む）

受付期間　11月1日（木）～1月７日（月）

　　　　　　　　　　　　　　（締切日必着）

試験期日　１次　平成 25 年 1月19 日（土）

試験場所　受付時又は受験票交付時にお知ら

　　　　　せします。

※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

　　　☎ 0299-52-1366

平成 24 年度　自衛官募集

期　　日　１１月２６日（月）

時　　間　午後１時 30 分～午後４時

場　　所　レイクエコー講座室（行方市宇崎 1389）

内　　容　「特発性血小板減少性紫斑の病態・

　　　　　　　　日常生活の注意点について」

　　　　　（講演会及び交流会を予定）

講　　師　筑波大学附属病院　血液内科

　　　　　教授　千葉　滋　先生

申込方法　申込期日までに、鉾田保健所あて

　　　　　電話によりお申し込みください。

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込期限　１１月１６日（金）

問・申 　茨城県鉾田保健所　健康指導課

　　　　☎０２９１－３３－２１５８

難病講演会
～特発性血小板減少性紫斑病について～

ー職場のトラブルどうしていますか？

　　　　　　　　　円満に解決しましょうー

　特定社会保険労務士が、労務管理における

専門家として、その知見と経験を活かして個別

労働関係紛争を「あっせん」という手続きによ

り簡易・迅速・低費用で公正に解決します。

問　社労士会労働紛争解決センター茨城

　　☎ 029-226-3296

社労士会労働紛争
　　　　　解決センター茨城

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


