
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 3月 1日　№ 72

　行方市観光協会より　

イベント情報

いばらき !! 常陸風土記

　なめくわし探訪（～春の行方～）
【日帰りツアー】

3 月 23 日（土）／30 日（土）

○集合場所　霞ヶ浦ふれあいランド（8：00）　

　　　　　　麻生公民館（8：30）のどちらか

○コース　鹿島神宮→佃煮見学→（昼食）

→なめくわし遊覧→夜刀神・椎井の池→大

場家住宅→三昧塚古墳→沖洲芸術村→万福

寺等→観光物産館「こいこい」→解散

○料　　金　大人 （高校生以上）3,000 円

　　　　　　小人（小・中学生）　 2,000 円　

【1 泊 2 日ツアー】

3 月 23 日、24 日　／　3 月 30 日、31日

○コース　（1 日目）麻生藩家老屋敷→ミステ

リー体験→（昼食）→鹿島神宮→佃煮見学

→羽黒山→白帆の湯→宿（２日目）なめく

わし遊覧→常陸風土記の丘→三昧塚古墳→

大場家住宅→夜刀神・椎井の池→玉清井→

観光物産館こいこい

○集合場所　霞ヶ浦ふれあいランド（9：00）

　　　　　　麻生公民館（9：30）のどちらか

○料　　金　大人 （高校生以上）10,000 円

　　　　　　小人（小・中学生） 　8,000 円

【申込期間・方法】2 月 20 日（水）～ 3 月
20 日（水）FAX または行方市観光協会 HP を
ご覧ください。

フラワーアレンジ
◆期　　日　3 月20 日（水）

◆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）

　70 歳以上の方が医療機関等の窓口で支払う

一部負担金については、平成 25 年 3 月 31日

まで、１割に据え置かれています。その据え置

き期間が延長されます。

　現在交付されている、高齢受給者証の負担

割合は 1 割（平成 25 年 3 月 31日まで）となっ

ていますので、高齢受給者証を３月末に再交付

（郵送）します。３割負担の方については、変

更ありません。

問　国保年金課　☎ 0299-55-0111

国民健康保険加入者の
70 歳以上の方へ

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

　行方市国際交流協会では、多文化共生や国

際的な視野を持った人材育成を目的として、様々

な事業を行っています。

　3 月のイベントでは、「世界のくらしと文化講

演会」を実施します。様々な文化の違いを学習

し、国際交流の視野を広げましょう。

【世界のくらしと文化講演会】

日　　時　3 月 17 日 ( 日 ) 午前 10 時～午後０時

場　　所　北浦公民館　会議室

講演内容　第 1 部　中国の環境事情

　　　　　第 2 部　イランって知っていますか？

             　　　　　 （文化紹介）

問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

行方市国際交流協会主催事業
「世界のくらしと文化講演会」

～小さな「つながり」を大きな「ひろがり」へ～

期　　日　3 月20 日（水・祝）

時　　間　12：30 ～16：00

場　　所　牛久市中央生涯学習センター

プログラム　

12：00　開場　受付開始

12：30　オープニングアトラクション

　　　　（牛久市民吹奏楽団）

13：00　開会

13：15　市民によるパネルディスカッション

14：30　講演　池辺晋一郎（作曲家）氏

　　　　『いのちをつなぐ、こころをつなぐ

　　　　　　　　　　　～音楽とともに～』

16：00　閉会

問・申 　牛久市役所市民活動課

　　　　　　男女共同参画推進室　☎ 029-873-2111

うしく男・女フォーラム
2013

3 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　3 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

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

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

的に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ヵ月単位とし最長12ヵ月

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ヵ月以上にわたる場

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カ月

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ヵ月から５ヵ月が月額１枠 8,000

円６ヵ月から11ヵ月が月額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ヵ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

受験資格　

１　昭和 58 年４月２日～平成４年４月１日生まれの者

２　平成４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 26 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1日（月）午前９時～４月11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1日（月）～2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 9 日（日）

第２次試験日　７月17日（水）～18 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

労働基準監督官募集

受験資格　

１　昭和 58 年４月２日～平成４年４月１日生まれの者

２　平成４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 26 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1日（月）午前９時～４月11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、

希望する第 1次試験地に対応する国税局又は

国税事務所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1日（月）～2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 9 日（日）

第２次試験日　７月16 日（火）～23 日（火）

　　　　　　　（いずれか指定された日）

問インターネット申し込みについて

　人事院人材局試験課　☎０３-３５８１-５３１１

　上記以外について

　関東信越国税局人事第２課試験係

　☎０４８- ６００-３１１１

国税専門官募集　

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 28 日（木）19:00 ～ 21:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　つくば山水亭（つくば市）

② 3 月 30 日（土）14:30 ～ 17:00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　イーアスつくば（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.7

サッカー観戦婚活

　　　　　　　　　　『恋のＮ
ナ シ メ ン ト

ＡＳＣＩＭＥＮＴＯ』

～サッカー好き同士で盛り上がろう!! ～

日　　　　　時　　３月 23 日（土）14:30 ～ 19:00

場　　　　　所　　カシマサッカースタジアム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SUITEBOX

内　　　　容　　鹿島アントラーズホームゲーム（vs 

　　　　　　　　　　FC 東京戦、16:00 キックオフ）を

　　　　　　　　　　観戦しながらのふれあいパーティー

対　象　者　　25 歳～ 45 歳の独身者　

　　　　　　　　　　男女各 9 人

会　　　　費　　男性 4,000 円　　女性 2,000 円

申込締切　　３月７日（木）

問・申 企画政策課  ☎０２９９－７２－０８１１

※行方市地域ポータルサイト (http:namegata.

mypl.net/)『なめがた日和』からもお申し込み

ができます。

あなたも「マリッジサポーター」

　　　　　　　　　　　として活動しませんか？

　　茨城県では、結婚を希望する若者の「出会

いの相談や仲介」、「いばらき出会いサポートセ

ンター」の PR 等をボランティアで行っていただ

く方を「マリッジサポーター」として募集してい

ます。

◆応募条件　　　県内在住の 20 歳以上の方

◆活動期間　　　登録の日から２年間

問・申 茨城県子ども家庭課少子化対策室　　

　　　　　　　☎ 029-301-3261

婚活ナビ☆パーティー情報☆

市民の声を市政に！

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

　独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）では「青

年海外協力隊（満 20 ～ 39 歳）および「シニア

海外ボランティア（満 40 ～ 69 歳）を募集します。

　ＪＩＣＡボランティアは技術や経験を活かして

開発途上国でボランティア活動を行う国際協力

です。募集期間は４月

１日（月）～５月１３日（月）

です。「体験会＆説明

会」を開催しますので

ぜひお越しください。

○ 4 月 7 日（日）　イオンモール水戸内原

シニア：午後１時 30 分～　青年：午後 4 時 30 分～

○ 4 月14 日（日）　イーアスつくば

シニア：午後３時～　青年：午後６時～

○ 4 月 20 日（土）ＪＩＣＡ筑波

シニア：午前 10 時 30 分～　青年：午後 2 時～

問 JICA 筑波　☎０２９-８３８-１１１１

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

青年海外協力隊
シニア海外ボランティア募集

自衛官募集

受験
種目

幹部候補生（一般） 予備自衛官補（一般・技能）

応募
資格

【大卒程度試験】
平成 26 年３月卒業見込みの方を含む
＊詳細については要問い合わせ
【院卒者試験】
26 年４月１日現在、修士課程修了者で 20 歳以
上 28 歳未満の方

【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（金）～ 4月 26 日（金）
※締切日必着

【第 1回】1月 9日（水）～ 4月 3日（水）
【第2回】7月 16日（火）～9月 30日（月）
※締切日必着

試験
期日

【1次】5月 11 日（土）筆記試験
　　　5月 12 日（日）筆記式操縦適正検査
　　　　　　　　　　（飛行要員希望者のみ）
【2次】6月 11 日（火）～ 6月 14 日（金）
　　　　　　　　　　　のうち指定された 1日

【第 1回】
4月 12 日（金）、13 日（土）、14 日（日）、
15 日（月）のいずれか指定された 1日
【第 2回】
10 月 12 日（土）、13 日（日）、14 日（月、
15 日（火）のいずれか指定された 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

受験資格　

【警察官Ａ】

昭和 59 年４月２日以降に生まれた

人で、学校教育法による大学（短

期大学を除く）を卒業した人若しく

は平成 26 年 3 月 31 日までに卒業

見込みの人又は人事委員会がこれ

と同等と認める人

【警察官Ｂ】

昭和 58 年４月２日から平成７年４月１日までに

生まれた人で、警察官Ａの受験資格に該当しな

い人（原則として平成 25 年 10 月1日から勤務

可能な人に限る）

申込受付期間

郵送・持参　2 月20 日（水）～４月16 日（火）

インターネット　２月20 日（水）午前９時～４

月15 日（月）午後５時

試験日程　第１次試験日　5月１２日（日）

問茨城県警察本部警務課　☎ 0120-314058

　行方警察署警務課　　☎ 0299-72-０１１０

茨城県警察官募集

　茨城発のインターネットテレビ「いばキラＴＶ」

が平成 24 年 10 月から配信中です。

　県内ニュースや地域の話題など、茨城がキラ

キラ輝く" 旬 " の情報を満載して、茨城県庁４

階のスタジオから、土日祝日も含む毎日生中継

でお送りしています。ぜひご覧ください。

問茨城県広報広聴課　☎０２９-３０１-２１２９


