
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 25年 1月 1日　№ 70

　行方市観光協会より　

イベント情報

ワカサギ釣り
ワカサギ釣りに挑戦しませんか？

釣った魚はご自分で調理しご賞味いただけます

◆期　　日　1月 31日までの土日

◆時　　間　受付：午前９時 30 分～午後 4 時

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド三角池

　　　　　　（三連水車前）　　　　　　

◆料　　金　1 竿　300 円

フラワーアレンジ
◆期　　日　1月26 日（土）

◆時　　間　午後 2 時～午後 3 時 30 分

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　水の科学館　多目的ホール

◆参　　　　　加　　　　　　費　1,500 円

◆対　　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

きめこみパッチワークはり絵展
◆期　　日　1月 8 日（火）～1月 31日（木）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド　虹の塔

◆主　　催　行方市文化協会　創作同好会

　学生を除く若年者や離職者等の求職者を対

象とした就職面接会を開催しま

す。複数の企業の人事担当者と

直接お会いし、アピールできる

チャンスです。履歴書を複数持

参の上、ご参加ください。

期　　日　1月24 日（木）

時　　間　午後1 時 30 分～午後 3 時 30 分

　　　　　（受付：午後1 時～）

対　　象　学生を除く若年者や離職者等の求職者

場　　所　県土浦合同庁舎本庁舎 3 階

　　　　　第一会議室（土浦市真鍋 5-17-26）

料　　金　無料

応募方法　事前予約不要

※参加事業者は、県内に本社又は就業場所が

　ある事業所約 20 社です。

問　いばらき就職支援センター　県南地区センター

　　☎０２９－８２５－３４１０

　　元気いばらき就職面接会
（土浦会場開催）

　大学・短大・専門学校等を平成 26 年 3 月に

卒業見込の方を対象とした企業説明会を開催し

ます。石岡市・小美玉市の事業所が集まり、採

用等の企業説明会を実施します。

期　　日　1月 31日（木）

時　　間　9：30 ～　受付

　　　　　10：30 ～11：30スキルアップ講座

　　　　　11：00 ～15：00 キャリアカウンセリング

　　　　　13：00 ～16：00 説明会

場　　所　石岡運動公園体育館

　　　　　（石岡市南台 3-34-1）

料　　金　無料

応募方法　事前予約不要

※参加事業者は、石岡市ホームページで公開

※上履きをご用意ください。

問　石岡市商工観光課　☎ 0299-23-1111

石岡市・小美玉市
合同企業説明会

◇潮来税務署からのお知らせ（申告相談について）◇
　平成 24年分の確定申告の相談及び申告書の受付等につきましては、以下のとおりと　
なります。潮来税務署では申告相談会場を平成25年１月22日（火）から同年４月１日（月）
まで設置（土、日曜日を除きます。）しておりますので、お早めにお手続いただけますよ
うお願いいたします。
　なお、申告相談時間は午前９時から午後５時までですが、受付
時間は午前８時 30 分から午後４時までとなります。混雑状況に
よっては受付を早めに締め切る場合がありますのでご了承くださ
い。
　また、平日（月～金曜日）以外でも、平成 25年２月 24日と３
月３日の日曜日に限り、電話での申告相談を行います。
　この２日間は潮来税務署では確定申告書用紙の配布、申告相談、確定申告書の受付及
び納付相談等の業務を行っておりませんので、ご注意願います。

１　所得税の確定申告について
　平成 24年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成 25年２月 18日（月）
から同年３月 15日（金）までとなります。なお、還付申告については平成 25年２月 15
日（金）以前でも、相談及び申告書の受付を行っております。

○東日本大震災により被災された方の所得税の軽減等の措置について
東日本大震災により被災された方で、平成 24年中に修繕費用などを支出した場合には、
所得税の軽減等の措置を受けることができる場合があります。また、震災により住宅や
家財などに被害を受けた方で、まだ雑損控除の手続がお済でない方は、平成 23年分の所
得税の軽減等の措置を受けることができる場合があります。

○公的年金等に係る雑所得を有する方の所得税の確定申告不要制度について
平成 23年分以後の各年分において、公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下で
あり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が 20万円以下である場合には、所
得税の確定申告は必要ありません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
　詳しくは、潮来税務署にお問い合わせください。

２　消費税及び地方消費税の確定申告について
個人事業者の方の平成 24年分消費税及び地方消費税の申告期限については、平成 25年
４月１日（月）までとなります。なお、平成 24年分において消費税及び地方消費税の申
告が必要となるのは、平成 22年分の課税売上高が１千万円を超える場合、または、平成
23年 12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合となります。

３　贈与税の申告について
平成 24年分の贈与税の申告の相談及び申告書の提出は、平成 25年２月１日（金）から
同年３月 15日（金）までとなります。

平成 24年分の確定申告につきましては、震災に伴う所得税の軽減措置に係る手続等のた
め、例年以上に申告相談会場等が混雑するものと予想されますので、早期にお手続をい
ただきますよう重ねてお願い申し上げます。

問　潮来税務署　☎ 0299-66-6931（代表）

東日本大震災により被害を受けられた方へ
　東日本大震災により住宅や家財など（自動

車、屋根瓦、塀、墓石なども含みます。）に

被害を受けられた方を対象として、所得税の

申告相談会を開催いたします。

開催月日　２月 13日（水）～ 15日（金）

受付時間　午前８時 30分～午後４時

開催会場　潮来税務署　

　　　　　（潮来市小泉南 1358 番地）

対　　象

①平成 24年中に修繕（再修繕・追加工事を

　含む）費用などを支出した方

②平成24年分に雑損失を繰り越して控除する方

③震災により住宅や家財などに被害を受け

　た方で、まだ申告手続きがお済みでない方

必要書類

①被害を受けた資産、取得時期、取得価格の

　分かるもの

②被害を受けた資産の取壊し費用、除去費　

　用、修繕費用などの分かるもの（請求書や

　領収書など）

③被害を受けたことにより受け取る保険金

　等の金額が分かるもの

④市町村から「り災証明書」の交付を受けて

　いる場合には、その証明書

⑤申告相談をされる年分の所得金額や所得

　控除額の分かるもの（源泉徴収票（原本）

　や社会保険料控除証明書、生命保険料控除

　証明書など）

⑥平成 22、23年分の確定申告書を提出され

　ている方は、その控え

⑦還付金を受け取る場合の振込口座（申告者

　名義の口座に限ります。）の分かるもの

⑧印鑑

詳しくは、潮来税務署　個人課税部門（☎

0299-66-7510）にお問い合わせください。

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

茨城県最低賃金

699 円
（効力発生日：平成 24 年 10 月６日）

※労使双方が合意した上で『最低賃金額』

未満の労働契約を結んでも、法律により、

その賃金は無効とされ、最低賃金額で契

約したものとみなされます。

問　茨城労働局賃金室　　☎ 029-224-6216



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①１月 20 日（日）14:30 ～ 17:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーアスつくば（つくば市）

②１月 24 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

なめがた版　婚活 No.6

～婚活セミナー＆パーティー～

　『恋のキラリ☆男塾』

内　　　　容　

①第一印象をキラリ☆：より魅力を引き出す

髪型と服装をプロがアドバイスします。

②コミュニケーション力をキラリ☆：ＴＶ等でも

活躍しているＮＰＯ法人　花婿学校代表　大橋清

朗氏が「また会いたい」と思われる人になるた

めの婚活成功術を指南します。

③ふれあいパーティー

日　　　　時

①２月 17 日（日）13:30 ～ 16:45

②③２月 24 日（日）13:00 ～ 17:00

場　　　　所

①レイクエコー　　　②③鹿島セントラルホテル

対　　　　象　両日に参加できるおおむね 45 歳以　

　　　　　　　　　　下の独身男性　20 人

会　　　　費　5,000 円

　『恋のやまとなでしこ』

内　　　　容　　恋をよびこむメイクアッ　

　　　　　　　　　　プ術セミナー＆ふれあい　

　　　　　　　　　　パーティー

日　　　　時　　２月 24 日（日）

　　　　　　　　　　13:00 ～ 17:00

場　　　　所　　鹿島セントラルホテル

対 　　　象 　　おおむね 45 歳以下の独身女性 20 人

会　　　　費　　3,000 円

【受付期間　１月８日（火）～１月 22 日（火）】

問・申 企画政策課  ☎０２９９－７２－０８１１

※行方市地域ポータルサイト『なめがた日和』

からもお申し込みができます。

婚活ナビ☆パーティー情報☆

　労使間のトラブル（解雇、いじめ嫌がらせ、

労働条件の不利益変更等）でお困りの皆様の

問題解決のお手伝いをいたしま

す（無料）。詳しくは茨城労働

局 企 画 室（029-224-6212） 又

は各総合労働相談コーナー（県

下労働基準監督署内）へ。

問　　茨城労働局企画室　☎ 029-224-6212

　社団法人 日本オストミー協会茨城支部では、

オストメイト社会適応訓練事業の一環として、

鹿行地区オストミー医療講習会を開催します。

①講　　師　小山記念病院

　　　　　　外科医師　佐々木秀雄　先生

②個別相談、講師面談

③新人ピアカウンセリング

④ストマ用装具　展示・説明

期　　日　１月２０日（日）

時　　間　午前１０時～午後 3 時

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中４６３－１）

料　　金　１，０００円（昼食代等）

申込締切　１月１６日（水）

問　　（社）日本オストミー協会　茨城県支部

　　　☎０２９－２４１－８２９０

人工肛門・人工膀胱保持者の
　　　　　　　　ための講習会 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）

　　　〒311-1704　行方市山田2175

☎ 0291-35-2120　 FAX 0291-35-9854

○市体協スキー部「スキー教室」○
期　　日　2 月 8 日（金）9 日（土）10 日（日）

時　　間　集合・出発時間　8 日 ( 金 )　

　　　　　午後 9 時 30 分（1 泊）

集合場所　玉造 B&G 海洋センター

対　　象　市内在住在勤者（中学生以下は保

　　　　　護者同伴）スキー経験初級者以上

　　　　　の方のみ（スノーボード不可）

人　　数　40 人　（定員になり次第締切）

スキー場　安比高原スキー場（岩手県）

宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野 464-6

　　　　　民宿 ｢いろり｣　℡ 0195-72-5150

料　　金　一　　　般 25,000 円

　　　　　小学生以下 20,000 円

　　　　　（リフト代２日分含む。出発日に

　　　　　　納入してください）

申込方法　住所、氏名、年令（学年）、電話

　　　　　番号、勤務先（学校名）スキー板

　　　　　の有無（レンタル希望の方は、ス

　　　　  キー場でのレンタルとなります。）

　　　   　を明記して下記へハガキ又は FAX      

               でお申し込みください

申込締切　2 月 1 日　( 金 )　期日厳守

○昼食代 2 回及び夕食代１回、レンタルス

　キー料金２日で約６,000 円が個人負担に

　なります。

○ふれあいソフトバレーボール春季大会○
期　　日　２月24 日（日）　　

時　　間　開会式　午前８時３０分

対　　象

○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名以内とする。

○ブロンズクラス（30 歳代の男女と40 歳以上

の男女それぞれ一人）

○シルバークラス（40 歳代の男女と 50 歳以上

の男女それぞれ一人）

○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　北浦運動場体育館アリーナ

料　　金　１チーム　２，０００円

　　　　　（参加料は試合当日に納入願います）

申込締切　2 月14 日（木）午後 5 時まで

　　　　　（申込用紙は各体育施設にあります）

＊すべてのクラスで監督を含め８名以内で構成

　されたチーム

＊審判は、試合順に応じて定められたチームで

　協力しながら行う。

※ 23 年度から試合に参加する為には毎年度登

　録料 500 円がかかります。

○行方市スポーツフェスティバル○
　「いつでも、どこでも、いつまでも」行方市

の生涯スポーツを活発に進めるために開催しま

す。スポーツ功労者の表彰やスポーツ講演会・

アトラクション等を行います。多くの皆さまのご

参加（参加無料、申込不要）をお待ちしています。

期　　日　１月27日（日）　　

時　　間　開会式　午後１時３０分

場　　所　行方市文化会館

○北浦運動場トレーニングルーム

「トレーニングサポート」○
内　　容 

・からだにやさしいウォーミングアップ

・トレーニングマシン活用による運動アシスト

・個人別トレーニングメニューの作成

・健康および運動相談

期　　日　２月１日・8 日・15 日・22日

　　　　　3 月１日・8 日

　　　　　毎週金曜日　専門トレーナーが　

　　　　　常駐してアドバイスを行います。

時　　間　午後６時から８時（２時間）

応募資格　市内在住在勤者

場　　所　北浦運動場体育館トレーニングルーム

料　　金　無料（施設使用料　１００円／１時

　　　　　間　別途必要）

問・申 スポーツ振興課（北浦体育館内）

    　   ☎ ０２９１－３５－２１２０

期　　日　１月１９日（土）（受付９：２０～）

会　　場　神栖市中央公民館　小ホール

開催内容　

①アトラクション「ささら舞」９：４０～９：５５

②活動紹介　１０：１０～１０：４０

③基調講演　１０：４０～１２：００

④県民の歌斉唱　１２：００

⑤抽選会　　　　１２：０５

（神栖市の記念品プレゼント）

【講演内容】東日本大震災により生まれた、ご

近所同士の絆をさらに深めるためにはどうすれ

ば良いか。鹿行地域で活動する３市（潮来、鹿嶋、

神栖）のネットワーカー連絡協議会の活動紹介

を踏まえ、茨城大学の長谷川幸介准教授が地

域の絆についてお話しします。

講　　師　長谷川幸介 准教授

　　　　　茨城大学生涯学習教育研究センター

参　　　　　　加　　　　　　費　無料

定　　員　１００名程度

問　大好きいばらきネットワーカー鹿行ブロック

活動推進大会　実行委員会事務局（神栖市役

所市民協働課内）　☎ 0299-90-1178

大好きいばらきネットワーカー
鹿行ブロック活動推進大会

受付期間　

一般入学（新入学）

3 月12日（火）

　　～3 月25 日（月）

（土日祝日を除く　午前 9 時～午後５時）

編入学・転入学　2 月18 日（月）～2 月22日（金）

（午前 9 時～午後 4 時 30 分）

応募資格　

○一般入学は中学校もしくはこれに準ずる学校  

   を卒業または平成 25 年 3 月卒業見込みの者

○編入学は、高校等に在籍していたが、現在退   

   学していて、18 単位以上を修得している者

○転入学は、現在高校等に在籍していて、18  

  単位以上修得する見込みがあり、正当な理由  

  がある者。（ただし、いずれも茨城県内に住所 

  を有する者又は茨城県の隣接県内に住所を有

  し茨城県内に勤務地がある者）

提出書類

必要書類は直接、本校窓口へ提出してください。

（郵送は不可）〔願書書類の交付は平成 25 年 1

月15 日（火）からになります。交付を希望する

方は、直接来校するか、郵便番号・住所・氏名・

電話番号及び「通信制○○入学書類請求」（○

○は『一般』、『編』、又は『転』のどれかを記

入）と明記した用紙と切手140 円分を同封の上、

本校に申し込んでください。〕

問　　茨城県立水戸南高等学校（通信制）

　　　　〒310-0804　茨城県水戸市白梅 2-10-10

　　　☎０２９－２４７－４２８４

　　http://www.mitominami-h.ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
生徒募集（平成 25 年度）

職場のトラブル解決
　　　　　　　サポートします


