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　観光イベント情報！

　
平成 26 年度　定期予防接種について

行方さくら周遊ネットワーク

行方さくらカラオケまつり
期　日　４月 6 日 （日）
時　間　午前 10 時～午後３時
場　所　羽黒山公園
参加費　１曲　100 円
＊当日どなたでも参加できます。
＊正午に、｢芹沢ひろし＆カープファイブ歌謡
　ショー｣ を予定しています。

第23回　桜まつり
　300 本の桜が園内を埋め尽くします。園内
は自由に散策ができ、期間中は桜に関する屋
外音楽や提

ちょうちん

灯でライトアップされ、夜桜も楽
しめます。
期　日　３月 28 日 （金）～４月 12 日 （土）
場　所　羽黒山公園
※ごみのお持ち帰りにご協力ください。

商店街まるごとアート
　商店街のショーウィンドウ等に地区在住の
作家のアート作品を展示します。
期　日　４月３日 （木）～８日 （火）
時　間　午前 10 時～午後 4 時
場　所　玉造中央商店街

芸術村のさんぽみち
　作家のアトリエを開放します。アトリエ内や、
作品をご覧いただけます。
画　　家：友水　孝 （4/5 ～ 4/7）
グラフィックデザイナー：藤代範雄 （4/5・4/6）
モラ作家：黒田善子 （4/5・4/6）
石彫刻家：鶴見修作 （4/5・4/6）
時　間　午前 10 時～午後 4 時
場　所　行方市沖洲

観光物産館「こいこい」桜まつり大抽選会
期　日　４月５日 （土）・６日 （日）
場　所　観光物産館「こいこい」
＊６日 （日） には北浦童太鼓・大正琴演奏も
　行います。

【問】行方市観光協会 ☎0299-55-1221

「大山守大塲家住宅」でアート
期　日　４月５日 （土）・６日 （日）
時　間　午前 10 時～午後４時（受付：３時迄）
＊日替わりのおもてなしでお待ちしています。

Ｈｉｂ　肺炎球菌予防接種
【対象年齢】　生後２カ月～５歳の誕生日の前日まで

【接種回数】　4 回

ＢＣＧ予防接種
【対象年齢】　～1 歳の誕生日の前日まで

【接種回数】　1 回

ＭＲ１期予防接種
【対象年齢】　生後1 歳～2 歳の誕生日の前日まで

【接種回数】　1 回

ＭＲ２期予防接種
【対象年齢】　平成 20 年４月２日～平成 21年４月１日生まれ

【接種回数】　1 回

二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種
【積極的勧奨対象者】　平成１４年４月２日～平成１５年４月１日生まれ　

　　　　　　　　　　（小学６年生）

【接種回数】　1 回

【対象年齢】　11 歳～13 歳の誕生日の前日まで

子宮頸がん（ヒトパピローマウイルス感染症）予防接種
※現在、積極的勧奨を差し控えています。

日本脳炎予防接種特例対象者
【対象年齢】　平成 7 年 4 月2 日～平成 19 年 4 月1日までの間に生ま

　　　　　　れた方で 4 歳以上 20 歳未満の者

【接種回数】　４回（初回 2 回、追加 1 回、２期 1 回【９歳以上】）

※接種回数が規定の回数を終えていない方は北浦保健センターまでご

　連絡ください。

《接種方法》

　すべて個別接種（医療機関）になります。

　保健センターへ電話で連絡し、交付番号を取ってから、契約医療機

関へ予約の電話を入れましょう。

　予防接種はすべて保護者同伴です。

《契約医療機関》

医療機関 住　所 電話番号

1 朝倉診療所 麻生 1110 0299-72-0036

2 小沼診療所 麻生 1105 0299-72-0388

3 釼持外科 麻生 1555-4 0299-72-0805

4 つばさクリニック 島並 1511 0299-72-2830

5 北浦診療所 山田 1146-7 0291-35-2500

6 金塚医院 手賀 3125 0299-55-0556

7 曽内科クリニック 玉造甲 510-3 0299-36-2611

8 根本皮膚科医院 玉造甲 414 0299-55-0538

9 塙　医　院 玉造甲 5985 0299-55-4100

10 なめがた地域総合病院 井上藤井 98-8 0299-56-0600

※なめがた地域総合病院の予約は、平日の午後 2 時～ 4 時の間です。

　行方市では平成 26 年５月より、インター

ネットから税金の納付ができる「ヤフー公金

支払い」制度を導入します。

　納付書及びクレジットカードをご用意す

れば、パソコン又は携帯電話から 24 時間納

付ができます。また、分割払いやリボ払いも

可能な上、カード会社のポイントも貯まりま

す。

　主に、次のブランドロゴが入ったカード

（　　　　　　　　　　　　）が利用できま

す。詳しくはヤフー㈱のホームページをご覧

ください。

※口座振替を継続中の方は利用できません

　が、口座振替廃止手続きをした後であれば

　利用することができます。

■対象税目
　・市県民税
　　（普通徴収）
　・固定資産税
　・軽自動車税
　・国民健康保険税
※対象は現年度分
　のみです。

■利用期間
　左記税目の各期の　
　納期限まで
■手数料
　・～ 10,000 円　無料
　・10,000 円を超える部
　　分に対して 10,000 円
　　ごとに 100 円 （税別）
　　が加算されます。

　詳しいことは、市報なめがた４月号又は各

税の納税通知書に同封するチラシ （口座振替

以外の方に同封） をご覧ください。

問 収納対策課 （麻生庁舎） ☎ 0299-72-0811

平成 26 年度よりスタート！

　　麻生・玉造地区
　　　　　ごみ集積所について

　麻生 ･ 玉造地区ごみ集積所についてお知ら

せします。

　４月１日（火）から収集

経路が変わりますが、ご

みカレンダー等でお知ら

せのとおり、当日の午前８時までに搬出をお

願いします。

問 環境課 （北浦庁舎）　☎ 0291-35-2111

問・申  健康増進課 （北浦保健センター内）

　　　☎ ０２９１－３４－６２００　 FAX  ０２９１－３４－６００３

　市では、平成 26 年 4 月より感染症予防と、保護者や家族が看護の
ために仕事を休むことなどによる社会的・経済的損失などを考慮し、
経済的負担の軽減を図るため、おたふくかぜ、水痘（水ぼうそう）、
インフルエンザ予防接種の費用の一部助成を開始します。

予防接種名 おたふくかぜ 水ぼうそう インフルエンザ
対象者 １歳以上５歳未満 １歳以上５歳未満 １歳以上 16 歳未満
助成金 3,000 円 3,000 円 1,000 円

助成回数 １回 １回
１歳～ 12 歳未満　２回
12 歳～ 16 歳未満　１回

接種期間 該当年齢期間内

該当年齢期間内
※ 平 成 26 年 10 月 よ
り生後１歳～３歳まで
の児が定期予防接種の
対象となります （２回
接種）。
　 ま た、26 年 度 に 限
り３歳～５歳まで対象

（1 回接種）

　その年度の
　　　　10 月～ 12 月
　注意：高齢者とは期間が
　　　　異なります。

　市では、平成 26 年 4 月より高齢の市民を対象とした肺炎球菌 （23
価） 予防接種の費用の一部助成を開始します。

予防接種名 成人用肺炎球菌

対象者

次のいずれかに該当する者
① 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳 と
　なる者で行方市に住所登録している人（今年度到達年齢）
②満 100 歳以上となる者で行方市に住所登録している人
③ 60 歳以上 65 歳未満で行方市に住所登録し、心臓、腎臓、呼吸
　機能又はヒト免疫不全ウイルスによる、免疫の機能に障害を有
　する者（インフルエンザ定期接種対象者と同様）

助成金 3,000 円

助成回数 一生涯１回限り

接種期間 通　年

　妊娠初期の女性が風しんに感染すると、赤ちゃんに心臓疾患や難
聴といった先天性風しん症候群が起こる恐れがあります。
　このことから、市では、妊婦の感染予防を強化し、先天性風しん
症候群の発生を予防するための緊急対策として、接種を希望される
方に、風しんワクチン又は麻しん・風しん混合（MR）ワクチンの予防
接種費用の一部を今年度も助成します。

予防接種名 風しん単独ワクチン、麻しん・風しん混合ワクチン予防接種

対象者

以下の要件をすべて満たすもの
①予防接種を受けた日において行方市に住所を有し、次のいずれかに該当
　ア）妊娠を希望する女性
　イ）妊娠している、又は希望する女性の夫
②昭和 37 年 4 月 2日から平成 2 年 4 月1日までに生まれた方
③風しんにり患したことのないこと、予防接種を受けたことがない方

助成金
風しん単独ワクチン　3,000 円
麻しん・風しん混合ワクチン　5,000 円

助成回数 1 回

接種期間 通　年

　助成を希望する方は、必ず健康増進課へ申請をして、市指定の予診
票を受け取って指定医療機関で接種してください。

おたふくかぜ・水ぼうそう・インフルエンザ予防接種助成について

成人肺炎球菌予防接種の助成について

大人の風しん予防接種助成について



住まいの復興給付金制度

期　　日　５月 24 日（土）

時　　間　午前９時 30 分～午後０時 30 分

【受付電話番号】

　　　　　０２９－２２８－０６００

　　　　　０２９－２２８－０６０２

回　　　　　答　　　　　者　ケアマネージャー、ケースワーカー、

　　　　　　医療・福祉団体のスタッフ

相　　　　　談　　　　　料　無料

＊医療や介護サービスの利用で困っている

　こと、費用や保険料負担で困っていること、

　負担軽減策などの相談をお受けします。
問 茨城県社会保障推進協議会

    ☎ ０２９－２２８－０６００

国保・医療・介護なんでも電話相談室

鹿行手話講座受講者募集

内　　容

①手話技術（表現、読み取り、会話、

　同時通訳の基礎）

②関連知識（聴覚障害者の生活・

　教育・職業・社会活動・制度の基礎知識）

③体験学習（聴覚障害者団体が行うレクや研修会等行事への参加）

対　　　　　象　　　　　者

○入門コース

　手話学習を希望する初心者（高校生以上）20 名

○基礎コース

　2013 年度入門コースを修了した方・手話の基

礎がある程度できている方（高校生以上）20 名

テキスト　全日本聾
ろ う あ

唖連盟発行 ｢奉仕員養成

　　　　　講座実技・講義 DVD 付｣

　　　　　3,000 円（旧入門・基礎が一冊に）

講習日等

コース 開講日 時　間 受講料

入　門
全 35 回

5/10
～２月
毎週
土曜日 午後７時

～
午後９時

5,000 円
（テキスト代別）

基　礎
全 35 回

5/10
～２月
毎週
土曜日

5,000 円
（テキスト代別）

会　場　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）

※各コースとも、受講当日お申し込みくださ

　い。事前の申し込みは必要ありません。

問 鹿行手話奉仕員養成委員会

　　委員長　越地信子　 FAX ０２９９－７２－２６６１

　　委　員　菅谷妙子　 ☎０９０－３２１７－３８１１

○卓球教室○
期　　日　５月 16 日（金）～ 10 月３日（金）

　　　　　（全 20 回）金曜日

時　　間　午後７時 30 分～午後９時

対　　象　市内在住在勤の小学生から一般

　　　　　（小学１・２年生は保護者同伴）

場　　所　麻生運動場体育館　アリーナ

料　　金　小・中学生 800 円

　　　　　高校生以上 1,850 円

　　　　　（スポーツ安全保険掛け金）

※ラケットを持っている方はお持ちください。

各種スポーツ教室参加者募集

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  ０２９１－３５－３８５４

○ソフトテニス教室○
期　　日　５月 17 日（土）～ 11 月 29 日（土）

　　　　　（全 20 回）土曜日

時　　間　午後７時～午後９時

対　　象　市内在住在勤の小学生から一般

　　　　　（小学１・２年生は保護者同伴）

場　　所　玉造運動場　テニスコート

料　　金　小・中学生 800 円

　　　　　高校生以上 1,850 円

　　　　　（スポーツ安全保険掛け金）

申込締切　５月９日（金）

※ラケットを持っている方はお持ちください。

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号・学校名（勤

　　　　　務先）を下記までご連絡ください。

※運動のできる服装で参加してください。

行方市国際交流協会　会員募集

　行方市国際交流協会で

は、国際交流の輪を広げ、

地域に暮らす外国の方々が

暮らしやすく、社会参画し

やすいまちづくりに取り組

んでいます。

　また、国際理解のための『外国のくらしと

文化の講演会』や『世界の料理教室』などさ

まざまなイベントを行っています。

　この度、平成 26 年度の新規会員を募集い

たします。国際交流に興味のある方、日本語

を教えるボランティアに参加できる方、海外

在住経験を生かしてみたい方など、たくさん

の方のお申し込みをお待ちしております。

問・申 企画政策課（麻生庁舎）

    　 ☎ ０２９９－７２－０８１１

　復興庁では、消費税率の引き上げに伴う、

東日本大震災被災者の住宅再建に対する給

付措置として「住まいの復興給付金」制度を

設立し、平成 26 年 4 月 1 日から申請の受け

付けを開始します。

【対　　象】

＊東日本大震災により被害が生じた住宅の

　被災時の所有者が、引き上げ後の消費税率

　が適用される時期に、新たに住宅を建築・

　購入、または補修し、その住宅に居住して

　いる場合

＊り災証明書で、「全壊または流出」「大規模

　半壊」「半壊又は床上浸水」「一部損壊又は

　床下浸水」の認定を受けた住宅

【申込方法】

　「住まいの復興給付金事務局」宛てに、申請

書及び必要書類等を郵送してください（住宅の

引き渡しから 1 年以内に申請してください）。

※補修の申請の際は、補修前後の写真が必要で

　す。

※制度の内容、申請対象、申請書類等は、「住

　まいの復興給付金事務局」ホームページ、又

　はコールセンターでご確認ください（申請書

　及び給付の手引きについては、市役所各庁舎

　総合窓口にも置いてあります）。

問・申 復興庁　住まいの復興給付金事務局

　　　☎０５７０－２００－２４６

　　　（コールセンター 9：00 ～ 17：00）

　　　 URL  http://fukko-kyufu.jp

平成 26 年度伝統文化親子教室事業
を募集します

　～伝統文化を伝える教室、発表会等

　　　　　　　　の費用を助成します～

　文化庁で、伝統文化・生活文化を子どもた

ちに伝える取り組みについて助成を行って

います。

○実施主体

　伝統文化・生活文化の振興等を目的とする

団体

○補助対象となる事業

　子供たち（親子）を対象に、伝統文化・生活

文化を伝える教室及び発表会を開催するた

めの費用等

※民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、茶道、

華道等のほか、地域の年中行事、郷土食等

○対象経費

　外部指導者等への謝金・旅費、会場・用具

等の借料、教材費等

○参加対象

　原則、小学校１年生から中学校３年生を対

象（10 名以上）

○補助金額

　予算の範囲内にて決定（上限 50 万円）

○実施期間

　平成 26 年 7 月 1 日～原則平成 27 年 1 月

31 日

○申請書類の提出先

　市生涯学習課（北浦公民館内）

○申請書類の提出期限

　４月７日（月）必着

　募集案内及び詳細は、文化庁ホームページ

に掲載されています。参考にしてください。

URL http://www.bunka.go.jp/bunkazai/oyako/h26/

h26_oyako.html

問・申 生涯学習課（北浦公民館内）

　☎０２９１－３５－2908　 FAX  ０２９１－３５－３７７３

　水戸財務事務所では、多重債務相談の窓口

を開設しています。借金の返済でお困りの

方、お電話ください。相談無料。秘密は守り

ます。

【専用ダイヤル】

０２９－２２１－３１９０

（平日 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：30）

問 財務省　関東財務局　水戸財務事務所

　 多重債務相談窓口　☎０２９－２２１－３１９０

多重債務相談窓口開設

　不動産鑑定士が、不動産の価格などの相談

に無料でお答えします。

【水戸会場】

日　時　４月２日（水）午前９時 30 分～正午

場　所　茨城県開発公社ビル１階

　　　　１ｰ E 会議室（水戸市笠原町 978 ｰ 25）

【土浦会場】

日　時　４月８日（火）午前９時 30 分～正午

場　所　土浦市民会館　第４会議室

　　　　（土浦市東真鍋町２－６）

○申込方法　当日会場にてお申し込みください。
問 一般社団法人　茨城県不動産鑑定士協会

　  ☎０２９－２４６－１２２２

不動産鑑定士による
不動産無料相談会 婚活ナビ☆パーティー情報☆

なめがた版　婚活 No.1

畑で婚カツ♪inなめがた『いちご狩り』

～もぎたていちごの甘～い香りと
　　　　　　　　素敵な出会いを楽しもう♪～

時　　　　間　13：00 ～ 17：00 予定

場　　　　所　市内いちごハウスほか

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　40 歳以下の独身者　男女各 15 名

会　　　　費　男性　2,000 円　女性　1,000 円

受付期間　　 ４ /１６（水）～　５ /９（金）

問・申 市農業振興センター ☎０２９１－３５－３１１４

※行方市地域ポータルサイト『なめがた日和　
　（ http://namegata.mypl.net/ ）』からもお申し込
　みができます。

  5/17
　（土）

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

4/28（月）素敵な予感！
　　　　　　　　ふれあいパーティー !!

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　ホテル・ザ・ウエストヒルズ（水戸市）

対 象 者　30 代の独身者　男女各 20 名

会　　費　男性 4,000 円　女性 3,000 円

受付期限　4/11（金）

5/22（木）みんなでしゃべらないと !!
　　　　　　　　～おしゃべりドリル～

時　　間　19：00 ～ 21：00

場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市、旧県庁）

対 象 者　37 歳～ 43 歳の独身者　男女各 15 名

会　　費　男性 1,000 円　女性 1,000 円

受付期間　4/22（火）～ 5/8（木）

問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　☎ ０２９－２２４－８８８８

　 URL http://www.ibccnet.

　com/

　携帯 URL http://www.　

　ccworld.jp/ibaraki-dsc/

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

①４月６日（日）14:30 ～ 17:00

　イーアスつくば（つくば市）

②４月 17 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

③４月 26 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルマロウドつくば（土浦市）

④４月 29 日（祝・火）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート　0280-87-7085


