
なめがたワカサギ釣り大会
　　お昼にはワカサギの料理を提供いたします。

　 一般の部・女性の部・子供の部（小学生以

下・保護者同伴）と部門が分かれておりますの

で、奮ってお申し込みください。

期　　　　日　　12 月 1 日（日）予備日 8 日（日）

時　　　　間　　受付　 6：30 ～ 7：30

　　　　　　　　　　競技　 7：30 ～ 12：00

　　　　　　　　　　検量　 12：30 ～　　表彰　 13：00 ～

受付場所　　天王崎観光交流センター「コテラス」

　　　　　　　　　　（白帆の湯となり）

競技範囲　　霞ヶ浦 (霞ヶ浦大橋から北利根大橋までの間）

参　　　　　　　　　　加　　　　　　　　　　費　　300 円

申込方法　　Ｅメール、ＦＡＸ、電話で下記までお

　　　　　　　　　　申し込みください。

申込締切　　11 月 27 日（水）

　 ※詳細については、お問い合わせください。

問・申 天王崎にぎわいづくり推進室 （商工観光課内）
 　　　☎ 0291-35-2111　 FAX 0291-35-3258
　 　　Ｅメール：name-shokan@city.namegata.lg.jp

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 11 月 1日　№ 80

観光イベント情報

期　　日　１１月２７日（水）

時　　間　午後1 時 30 分～3 時 30 分

　　　　　（受付：午後1時～1時20分）

場　　所　北浦保健センター

対　　　　　　象　　　　　者　子育て中の父母・妊婦と

　　　　　その夫

内　　容　やさしく解説

　　　　　　「意外と知らない子育ちの話」

講　　師　臨床心理士　小沼 芳明 先生

申込締切　１１月１８日（月）

申込方法　電話等で下記までお申し込みくださ

　　　　　い。

※保育サービスをご希望の方は、お申し込みの

　際にお伝えください（先着 20 名）。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ 0291-34-6200　 FAX 0291-34-6003

子育て支援講演会

　平成 25 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、国税局およ

び税務署の取り組みや国税庁の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。

e-Taxを始めよう！

　国税に関する各種手続

１　所得税および復興特別所得税、消費税お

　　よび地方消費税、法人税および復興特別

　　法人税、贈与税、酒税および印紙税の申告

２　全税目の納税

３　申請・届出等

　　が自宅やオフィスからインターネットを通じ

　　て行えます。

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、広く国民の皆さまか

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

　　http://www.nta.go.jp

      e-Tax に関する情報は e-Tax ホームページへ

　　http://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（月）～11月17日（日）

　税務署では、個人事業者の方を対象として、

所得税の決算書・収支内訳書の作成方法や作

成にあたっての注意点などについて、次のとお

り説明会を開催いたします。

開催日 時　　間 会　　場
12 月２日（月）

午後 1 時
30 分～

鉾田市商工会館
12 月３日（火） 鹿嶋市商工会館
12 月４日（水） 潮来市立中央公民館
12 月５日（木） 神栖市中央公民館
※講師は潮来税務署の職員です。

※説明はすべて同じ内容 （所要時間 2 時間程

　度）ですので、どちらの会場に出席していた

　だいても結構です。

※主に営業所得・不動産所得のある方を対象

　とした説明会ですが、農業所得のみの方が

　おいでいただいても結構です。

問 潮来税務署 個人課税第一部門
　　☎ 0299-66-7510

平成 25 年分決算等説明会

第８回　なめがた環境保全フォトコンテスト
テ　　　　　　ー　　　　　マ　行方市の美しい自然をアピールしたオリジナル性と魅力ある写真

部　　門　①「行方市の美しい自然再発見」感動を伝え、環境意識の高揚を図れる作品など

　　　　　②「人（笑顔等）、動物、小さな命」あなたの日常生活の中で見つけた感動ある作品など

応募方法　応募票（環境課・各庁舎総合窓口・HP からもダウンロードできます）に必要  

　　　　　事項を記入の上、応募作品の裏面に貼り付けてください。

　　　　　（締め切り 12 月 20 日）

応募資格　行方市に居住・在勤の方

　　　　　○一般の部（高校生以上）4 ツ切り、ワイド 4 ツ切り可、デジタル可

　　　　　○小・中学生の部　 2L サイズ、デジタル可

　＊応募作品は平成 24 年以降に行方市内で撮影されたもので未発表かつ他のコンテスト

　　への応募・発表予定のないものに限ります。

　＊二重応募・類似と思われる作品は、入賞を取り消すことがあります。

　＊組写真は不可　＊無修正に限りデジタルプリントでの応募も可

　＊応募作品数は一人３点以内とします。

問・申　環境保全行方市民会議事務局　行方市山田 2564-10

　　　（北浦庁舎　環境課内）　☎ ０２９１－３５－２１１１

　介護関係職種での就職を希望している方と、

介護関係職種の求人事業主の方（参加企業数６

社）が一堂に会して、面接を行います。

　面接会に参加を希望される求職者の方は、下

記までご連絡ください。

期　　日　１１月１４日（木）

時　　間　午後1 時 30 分～3 時 30 分

場　　所　ハローワーク常陸鹿嶋  2 階会議室

　　　　　（鹿嶋市宮中１９９５－１）

持参するもの　履歴書 （複数応募希望者は複数枚）

　　　　　　  ハローワークカード（登録者）

問・申 常陸鹿嶋公共職業安定所(職業紹介部門）

　　　☎ 0299-83-2318　 FAX 0299-82-6028

「介護就職デイ」面接会

　青少年向けの科学の実験・サイエンスショー

（37 ブース出展）が体験できます。

期　　日　１１月１７日（日）

時　　間　午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分

場　　所　市立麻生中学校

入　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　料　無料

※当日、自由に参加できます。

　上履き等をお持ちください。

問青少年のための科学の祭典・鹿行地区大会

　実行委員会（生涯学習課内）☎ 0291-35-2111

青少年のための科学の祭典
鹿行地区大会 行方会場

「困ったときには、こうしました！私の起業」
　女性が生活もビジネスも、しなやかにこなし

ながら生きていくコツをお話しします。

期　　日　１１月１２日（火）

時　　間　午後7 時～ 9 時頃

講　　師

　　だっことおんぶの専門店

　　　北極しろくま堂有限会社

　　　　　　　園田 正世さん

対　　象　興味のある方。職業・性別を問いません。

人　　数　先着 40 名

場　　所　天王崎観光交流センター「コテラス｣

料　　金　無料

問・申 行方市商工会

　　　☎ 0299-72-0520　 FAX 0299-72-0634

講　演　会

茨城県最低賃金改定

時間額 ７１３円
【発効日】平成 25 年 10 月20 日（日）

問 茨城労働局賃金室　☎ 029-224-6216

　個人の白色申告者のうち、前々年分あるいは

前年分の事業所得、不動産所得または山林所得

の合計額が 300 万円を超える方に必要とされて

いた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を

生ずべき業務を行う全ての方（所得税の申告の必

要がない方を含みます。）について、平成 26 年 1

月から同様に必要となります。

　記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細

は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp) に

掲載されていますので、ご覧ください。

問 潮来税務署個人課税第一部門

　　☎ 0299-66-7510

記帳・帳簿等の保存制度
の対象者が拡大されます

　【宇宙を身近に感じよう！】をテーマに次のよ

うな施設や研究紹介等を行います。

期　　日　１１月２３日（土）

時　　間　午前 10 時～午後 4 時

場　　所　｢鹿島パラボラ｣ 鹿嶋市平井 893-1

入　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　料　無料

公開内容　○人工衛星 ｢きずな｣ で被災地の

　　　　　　通信を救出

　　　　　○衛星通信で災害を早期に発見せよ

　　　　　○ 34m パラボラアンテナにタッチ

　　　　　○人工衛星をみつけよう。

　　　　　○スタンプラリーで記念品

　　　　　○工作教室

　　　　　　（対象：小学生【先着 160 名】）

問 鹿島宇宙技術センター　☎ 0299-82-1211

鹿島宇宙技術センター
施設一般公開



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 11 月 17 日（日）1８：00 ～20：30

イーアスつくば（つくば市）

② 11 月 21 日（木）19：00 ～21：00

つくば山水亭（つくば市）

③ 11 月 30 日（土）1３：30 ～16：30

筑波ハム（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

11/29（金）いい肉（1129）の日！！
　　　　　　　焼肉ジュージュー

　　　　　　　　　　盛り上がっちゃおう♪

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　新月苑 （水戸市）

対 象 者　30 代の独身者

　　　　　　　　　　　　　男女各 10 名

申込締切　11 月 12 日 （火）

12/19（木）すてきな予感！
クリスマスパーティー

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　Bar Takeo（土浦市）

対 象 者　30 代・40 代の独身者　

　　　　　　　　　　　　　男女各 20 名

受付期間　11/19 （火）～ 12/3 （火）

いばらき出会いサポートセンター

　　　　　　　　　　　　登録会員募集！！

 いばらき出会いサポートセンターでは、結

婚を希望する「独身男女のパートナー探し

のお手伝い」や、「ふれあいパーティーの

開催」などの結婚支援を行っています。

○会員登録ができるのは、茨城県内にお住

　まいか、または、お勤めの方です。

○入会金は 10,500 円で３年間有効です。

○入会手続きは結婚を希望する本人に限り

　ます。

詳しい内容についてはこちらから↓
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/

　「相続と登記手続」をテーマに法務局職員が

わかりやすく説明します。

日　　時　１１月２７日（水）午後 2 時～

場　　所　日の出公民館

　　　　　潮来市日の出 3-11

内　　容　相続と登記手続

人　　数　先着 40 名（事前予約不要）

料　　金　無料

問 水戸地方法務局鹿嶋支局 ☎ 0299 －83－ 6000

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

○第８回バスケットボール大会○

期　　日　１１月２３日（土）

時　　間　午前８時集合・午前８時３０分開会式

参加資格　市内在住・在勤者（高校生以上の男・女）

　　　　　 １チーム８名以上

場　　所　北浦運動場　体育館

料　　金　１チーム　２，０００円

　　　　　（大会当日に徴収）

申込方法　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　１１月１５日（金）午後 5 時

代表者会議　１１月１５日（金）午後７時３０分～

　　　　   北浦体育館２階　会議室

○第８回混合バレーボール大会○

期　　日　１２月１５日（日）

時　　間　午前８時１５分集合・午前８時３０分開会式

参加資格　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　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　１１月２０日（水）午後５時

代表者会議　１１月２６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）

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

○寝たばこは、絶対やめましょう。

○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置

　で使用しましょう。

○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず

　火を消しましょう。

○逃げ遅れを防ぐため、住宅用火災警報器を

　設置しましょう。

○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐ

　ために、防炎品を使用しましょう。

○火災を小さいうちに消すために、消火器等を

　設置しましょう。

○お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣

　近所の協力体制をつくりましょう。

秋の火災予防運動
11 月９日～ 11 月 15 日までの１週間

　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期間
「雇うことは、加入すること」

期　　日　１１月 30 日（土）

時　　間　午後1 時～３時 30 分

場　　所　行方市文化会館

講　　師　作家・高野山真言宗僧侶 

　　　　　　　　　　　家田 荘子 氏

演　　題　「ティーンからのメッセージ」

     　～知ってもらいたい。子どもたちのこと～

料　　金　無料

※善行青少年表彰式も開催されます。

問 生涯学習課（北浦公民館内）☎ 0291-35-2111

青少年健全育成講演会 法務局公開講座

場　所 時　間 日　程

北浦

保健センター
13:00 ～ 16:00

11 月 20 日 ( 水 )

12 月 11 日 ( 水 )

  1 月 15 日 ( 水 )

  2 月 12 日 ( 水 )

  3 月 12 日 ( 水 )

玉造

保健センター
10:00 ～ 13:00

11 月 18 日 ( 月 )

  1 月 20 日 ( 月 )

 ３月  ３日 ( 月 )

対　　象　心の問題を抱える本人とその家族

　　　　  （家族のみの相談も可）

内　　容　精神科医師、精神保健福祉士によ

　　　　　る個別相談（イライラして集中でき

　　　　　ない、くよくよ考えてしまう、お酒

　　　　　の問題、ひきこもり等）

申込方法　電話等で前もって予約をしてください。

　　　　　 相談は無料。相談内容は一切漏らしません。

問・申  健康増進課（北浦保健センター内）

　        ☎ 0291－34－ 6200

こころの健康相談

１１月は個人事業税第２期分の納期です

　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２期分の納期となっており、

納期限は１２月２日（月）です。必ず期限内に納

付しましょう。まだ、第１期分を納付されてい

ない方は、至急納付してください。

　なお、個人事業税や自動車税の納付には、

便利な『口座振替制度』がありますので、ぜひ

ご利用ください。

タイヤロック装置　自動車差押え

　県税事務所では、自動車税などの滞納対策

として自動車のタイヤロックを実施しています。

まだ、納付されていない方は、至急納付してく

ださい。

問 行方県税事務所収税課　☎ 0299 －72－ 0772

県税事務所からのお知らせ

「けんこう応援教室」夜コース

　いきいきと楽しく元気に暮らす方法が学べます。

期　   日 １２/１７・１２/２４・１/７・１/１４・

１/２１・２/４・２/１８・２/２５≪全８回コース≫

時　   間　午後６時３０分～８時

内　   容　ウォーキングを中心に自宅で簡単に   

               できるストレッチ・筋力運動等

対 象 者　市在住で健康づくりに関心がある概   

               ね６４歳までの方

場　　所　北浦保健センター

講　　師　健康運動指導士　

定　　員　30 名 ※定員になり次第締め切り

申込締切　11月29 日（金）

申込方法　電話か来所で申し込んでください。
問・申  健康増進課（北浦保健センター内）
          ☎ 0291－34－ 6200

受験種目　陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格　平成 9 年 4 月2 日から平成 11 年４

　　　　　月1日までの間に生まれた男子で

　　　　　中学校卒業者または中等教育学校

　　　　　の前期課程修了者（平成 26 年 3 月

　　　　　に卒業または修了見込みの方を含む）

受付期間　１１月1日（金）～１月１０日（金）

　　　　　　　　　　　　　　（締切日必着）

試験期日　１次　平成２６年 1月１８日（土）

試験場所　受付時また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 25 年度　自衛官募集

○クロッケー教室○

期　　日　１１月２１日（木）

　※雨天の場合には日時変更になることがあります。

時　　間　午前９時～正午

対　　象　市内在住者（初心者・未経験者向けの教室です）

人　　数　５０名程度

場　　所　北浦運動場クロッケーコート

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号を下記

　　　　　までお申し込みください。

そ の 他  運動ができる服装で、飲み物・タオ

               ルを持参の上ご参加ください。マレ

　　　　　ー等道具類は貸出いたします。

Ｓマークをご存知ですか？

Ｓマーク（標準営業約款制度）は、

厚生労働大臣認可のお客様への

信頼を与えるマークです。

「理容店」「美容店」「クリーニング店」

　 　「めん類飲食店」「一般飲食店」

Safety ＝保険加入で安全

Sanitation ＝衛生基準遵守で清潔

Standard ＝確かな技術（標準）で安心

問 （公財）茨城県生活衛生営業指導センター

　　☎ 029 －225 － 6603

厚生労働大臣認可

やさしい「つるし雛」教室

期　   日 １１/１３・１１/２７・１２/１１・１２/１８

　　　　　１/８・１/２２≪全６回コース≫

時　   間　午後7 時～ 9 時

料　　金　２，０００円（材料代等）   

場　　所　行方市商工会 ※針、糸、ハサミ等持参
問・申  行方市商工会  ☎ 0299 －72－ 0520


