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　観光イベント情報！

第3回
行方の雛まつり開催
～行方お雛様ストリート
町歩きとお雛様巡り～

開催期間　２月８日（日）～３月３日（火）

○�麻生藩家老屋敷記念館や大塲家郷士屋敷、

霞ケ浦ふれあいランドなどの観光拠点か

ら、商店街のお雛様を巡り、町歩きを堪能

してください。

○�スタンプラリー先着 300 名様に賞品プレ

ゼント！

○のぼり旗と雛で彩られた町並みの形成

◆２月 21日（土）　雨天順延

　お雛様祭りテント市

　　　　同時開催　魔女まつり in なめがた

　場所：麻生公民館　時間：9：00～15：00

※�麻生地内のお雛様を巡る「雛祭りフットパス」

も同日開催！

※�詳しい内容についてはお問い合わせくだ

さい。

問�行方市商工会　☎�０２９９ー７２ー０５２０

　日本一の大太鼓「風神雷神」は、日本を代

表する和太鼓集団。世界を舞台に活躍し、大

太鼓から放たれるサウンドは度肝を抜く迫

力で、伝統的な曲からオリジナル曲まで独自

な世界を持つ日本随一の太鼓集団です。

　音響に優れるホールで雰囲気を味わいな

がら、すばらしい和太鼓の演奏をお楽しみく

ださい。

期　　日　３月８日（日）

　　　　　開場 13：30　開演 14：30

会　　場　行方市文化会館（山田 2175）

入　　　　　場　　　　　料　無料（満席になり次第締切）

申込方法　�麻生・北浦・玉造公民館の窓口に

てお申し込みください。チケット

（無料整理券）をお渡しします。

問�生涯学習課（北浦公民館内）
　�☎０２９１－３５－２９０８

行方市芸術鑑賞のつどい
和太鼓「風神雷神」の演奏会

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、茨城県内に多数の住宅被害が発生したことから、

茨城県全域に被災者生活再建支援法が適用されています。

　このたび、被災者生活再建支援制度の基礎支援金及び加算支援金の申請期限が、１年間延長されました

のでお知らせいたします。

　◆基礎支援金及び加算支援金の申請期限：平成 28年 4月 10 日（※変更前 : 平成 27 年 4月 10 日）

　◆対象となる区域及び世帯：茨城県内全域の世帯

　◆対象者：住宅被害が全壊、大規模半壊の世帯主、半壊でその住宅をやむを得ず解体した世帯主

　※�茨城県災害見舞金を申請済みの方（住宅被害が半壊）で、平成 28 年４月 10 日までに住宅を解体す

る予定がある場合には社会福祉課（玉造庁舎）までご相談ください。

　　申請受付：社会福祉課（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

　　受付日時：平日の午前８時 30分～正午、午後１時～午後５時 15分（12 月 29 日～１月３日は除く）

　以下は、制度の説明です。

■被災者生活再建支援制度■
　被災者生活再建支援法に基づき、平成 23年東日本大震災により、居住する住宅が全壊するなど、生活

基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し支援金を支給し、生活の再建を支援します。

1. 対象者

　　①�住宅が「全壊」のり災証明を受けた世帯主

　　②�住宅が「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯主

　　③�住宅が「半壊」又は「大規模半壊」のり災証明を受け、住宅を解体した世帯主（全壊扱い）

2. 支援金の支給額

　支援金の支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。

　　①�住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

　　②�住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

区分 基礎支援金 住宅の再建方法 加算支援金 計

２人以上の世帯

全壊世帯 100 万円

建設・購入 200 万円 300 万円

補　修 100 万円 200 万円

賃　借 50万円 150 万円

大規模半壊
世帯

50万円

建設・購入 200 万円 250 万円

補　修 100 万円 150 万円

賃　借 50万円 100 万円

　※１人世帯の支援金は、２人以上の世帯の３／４の額になります。

3. 申請に必要なもの

　　①�り災証明書原本（総務課で発行されたもの）

　　②�住民票　世帯全員のもの（各庁舎窓口で発行）

　　③�世帯主の預貯金通帳　④�印鑑

　※半壊又は大規模半壊のり災証明を受け住宅を解体した場合（全壊扱い）

　　⑤�解体証明書（総務課で発行されたもの）

　※加算支援金を申請される場合

　　⑥建設、補修等の契約書（震災当時、被災世帯に属していた方が契約者のもの）

4. 支援金の申請期限

区　分 基礎支援金 加算支援金

申請期限
平成 28年４月 10 日

（災害のあった日から 61カ月）

平成 28年４月 10 日

（災害のあった日から 61カ月）

問・申�社会福祉課�社会福祉グループ（玉造庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

東日本大震災に係る被災者生活再建支援制度の申請期限延長について

～乳がん・子宮（頸部）がん・骨粗しょう症～
平成27年度女性のための検診のお知らせ

期日

４月９日（木）、10日（金）

　11日（土）、13日（月）

　14日（火）、15日（水）

４月 17日（金）、18日（土）

　����20 日（月）、22日（水）

　����23 日（木）、24日（金）

４月 27日（月）、28日（火）

５月��７日（木）、���８日（金）

�　�　９日（土）

会場 麻生保健センター 玉造保健センター 北浦保健センター

検診項目 対象者 負担金 内　容　等

乳がん

超音波検査 25歳～ 59 歳 500 円

X線検査

（マンモグラフィ）
40 歳以上 500 円

２年に１回

40歳代は２方向の撮影

子宮（頸部）がん 20歳以上 500 円 子宮頸部の細胞診

骨粗しょう症

20歳～ 70 歳

※５歳毎

対象者に個別通知

700 円

20 歳、25 歳、30 歳、35 歳、40 歳、45 歳、

50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳

※超音波法による足かかと骨密度測定

３．受付時間　乳がん検診のみの方　　　　　　午前 10時～午前 10時 30 分

　　　　　　　乳がん・子宮（頸部）がん検診　午後０時 30分～午後１時

４．申込方法

　各戸配布された女性のための検診申込はがきにご記入の上、ポストへ投函ください。なお、市ホー

ムページ等からも申し込みいただけます。※ 2月 27 日（金）必着

住んでいる地域に関係なくどこの会場でも受診できます。
※ �11 月にも女性のための検診（北浦地区５日間）を予定しておりますが、大変混み合いますので、
今回募集のお申し込みをおすすめします。

早期発見、早期治療が健康維持のカギ！年に一度はみんなで検診を！
問・申�健康増進課（北浦保健センター内）☎0291-34-6200

１. 期日及び会場

２. 検診内容 ※年齢は平成 28年 3月 31 日現在

※骨粗しょう症検診は○印のみ同時実施

○
○

○
○ ○

○

　新年度の募集ですので、対象年齢に該当する方であれば医療保険に関係なくどなたでも申し込

みできます！

パソコン・インターネット
困りごと無料相談会

　パソコンの使い方・インターネットのつ

なげ方等、困りごと解決方法の相談無料

期　　日　２月 24日（火）

時　　間　午後６時～午後９時

資料代等　2,000 円

後　　援　行方市

※事前に電話での申し込みが必要です。

問・申�一般社団法人　行方幕府
　　　〒311-1724行方市小貫30-2

　　　☎０２９１－３５－４３２１

ひとり親家庭等就職支援セミナー
（土浦）

〈面接で好印象を与える

メイク術とビジネスマナー〉

　明るい第一印象で好感

度をアップしましょう！

日　　時　３月１日（日）

　　　　　午後１時 30分～午後４時

場　　所　�土浦市亀城プラザ　第 2 会議室

（土浦市中央2-16-4　℡ 029-824-

3121）

定　　員　20名（定員になり次第締切）

　　　　　※�託児付き（要予約）

参　　　　　加　　　　　　費　無料

問・申��茨城県母子家庭等就業・自立支援センター
　☎�０２９－２３３－２３５５

４月１日から改正パートタイム
労働法が施行されます

　パートタイム労働者を雇用する事業

主の方に、雇い入れ時の事業主が講じ

る措置内容の説明や相談のための体制

の整備などを定めた改正パートタイム

労働法が平成 27 年４月１日に施行さ

れます。詳しくはお問い合わせください。
問�茨城労働局�雇用均等室　☎ 029-224-6288



スポーツ大会参加者募集

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

■申告日程表
市民税・県民税
申告相談

２月１６日（月）～
３月１６日（月）

申告会場
麻生

保健センター
北浦庁舎

２階第１会議室
玉造庁舎

２階第１会議室

受付時間
《午前の部》　午前８時３０分～１１時３０分

《午後の部》　午後１時００分～　４時００分

指定日 対象地区 対象地区 対象地区

２月16日 (月 )

麻生地区

津澄地区

玉川地区２月17日 ( 火 )

２月18日 ( 水 )

２月19日 ( 木 )

手賀地区２月20日 ( 金 )

太田地区２月23日 (月 )

２月24日 ( 火 )

要地区

玉造地区
２月25日 ( 水 )

大和地区
２月26日 ( 木 )

２月27日 ( 金 )

３月２日 (月 )

現原地区
３月３日 ( 火 )

行方地区３月４日 ( 水 )

武田地区

３月５日 ( 木 )

３月６日 ( 金 )

小高地区 立花地区

３月９日 (月 )

３月10日 ( 火 )

３月11日 ( 水 )

３月12日 ( 木 )

３月 13 日 ( 金 )

３月16日 (月 )

平成 27 年 1 月 1 日現在、行方市に
お住まいの方は、申告が必要です。

　平成 27 年度 ( 平成 26 年分所得 ) の市

民税・県民税の申告相談は、平成 27 年

2月 16日から3月 16日までの（土・日

を除く）期間、麻生・北浦・玉造の各庁

舎で行います。

　申告相談の待ち時間を少なくするため、

日程表のとおり対象地区を指定しました

が、ご都合がつかない場合は他の日時に

お越しください。申告に必要なものなど

詳しくは、市報なめがた 1月号又は市ホー

ムページ等でご確認ください。事前に申

告書及び収支内訳書等の用紙が必要な場

合は、税務課（麻生庁舎）までご連絡く

ださい。なお、北浦・玉造の総合窓口に

も用意してあります。

問�税務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

○行方市長杯バドミントン大会○
期　　日　３月１日（日）

時　　間　受　付　午前８時 30分～

　　　　　開会式　午前９時～

対　　象　�高校生以上で市内在住在勤の方、又

は市内クラブで活動されている方・

近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

参　　　　　加　　　　　　費　１組 1,000 円

　　　　　（当日各チーム一括して徴収）

申込方法　�FAX にて住所・氏名・連絡先・勤務

先・所属クラブ等を下記までご連絡

ください。

申込締切　２月 15日（日）

種　　目　�混合ダブルス

　　　　　・Ａクラス（上級者）

　　　　　・Ｂクラス（中級者）

　　　　　・Ｃクラス（初級者）

　　　　　※�前回入賞者は１つランクを上げ

てエントリーしてください。

競技方法　リーグ戦及びトーナメント戦

＊�対戦組合せは主催者に一任させていただき

ます。

＊�各チーム（クラブ）単位で一括して申し込む

場合は代表者の方が責任を持ってお申し込

みください。

＊�高校生は、３年生がＡクラス、１・２年生は

レベルに応じてエントリーをお願いします。

＊�メンバー変更は当日受付時に申し出てくだ

さい。棄権のないようお願いいたします。な

お、参加料は棄権してもお支払いください。

○第18回行方市民テニス大会○
期　　日　２月 22日（日）

　　　　　※雨天時３月１日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　�市内在住在勤者、又は市内のクラブ

等に所属している方

場　　所　北浦運動場テニスコート

参　　　　　加　　　　　　費　１人 500 円（当日徴収）

申込方法　�電話又は FAX にて住所・氏名・連

絡先・勤務先所属クラブ等を下記ま

でご連絡ください。なお、当日の申

し込みも受け付けますので奮って

ご参加ください。

種　　目　男子ダブルス・女子ダブルス

試合方法　�ブロックリーグ、決勝トーナメント

（予定）６ゲームマッチ（当日抽選）

　市では、こころの悩みを抱える方のため

に、毎月「こころの健康相談」を実施して

おります。ひとりで悩まずに早めに相談し

てください。

【相談内容】
★ちょっとしたことで、くよくよしてしまう

★お酒がやめられない（アルコール依存症）

★最近よく眠れない�★家に閉じこもっている

★ひどく怒りっぽく、暴力をふるう

★気持ちが沈んで何もやる気がしない

★イライラして集中できない

★�最近、わけのわからないことを言うように

なった等どんなことでも結構です。お気軽

にご相談ください。

【相談場所・日程】

◇玉造保健センター

　3月 13日（金）※2月 27日（金）から変更になりました。

　（① 10:00 ～�② 11:00 ～�③ 12:00 ～）

◇北浦保健センター

　2月 25 日（水）、3月 18 日（水）

　（① 13:00 ～�② 14:00 ～�③ 15:00 ～）

※�直接、健康増進課（北浦保健センター）に

ご予約ください。

※�相談料は無料。相談内容は一切もらしま

せん。

【相談スタッフ】　精神科医・精神保健福祉士
問・申�健康増進課（北浦保健センター）
　　　☎ 0291 － 34 － 6200

こころの健康相談

北浦運動場第１グラウンド
利用団体調整会議

　平成 27 年６月１日から平成 28 年３月中

旬までの間、公式大会等で北浦運動場第１グ

ラウンドを利用予定の団体について、調整会

議を行います。団体の代表者の方は出席願い

ます。また、下記により事前に連絡ください。

日　　時　３月 12日（木）午後７時～

対　　象　市内在住在勤者で構成する団体

応募資格　公式大会等を予定している団体

場　　所　北浦運動場体育館会議室

申込方法　�北浦運動場に事前に連絡をお願

いします。

申込締切　２月 27日（金）まで

　　　　　（午前８時30分～午後５時15分）

※�調整会議に、年間スケジュールのわかる書

類を持参してください。

※�練習試合等で利用する場合は、市内３カ月

前、市外２カ月前の予約となります。

問・申�スポーツ振興課�☎０２９１－３５－２１２０

◆第１回あそう温泉「白帆の湯」

グラウンドゴルフ大会◆
期　　日　３月１２日（木）＊雨天順延

時　　間　午前８時 30分～午後１時 30分

場　　所　天王崎公園（白帆の湯そば）

参加対象　行方市在住・在勤の方�

参　　　　　加　　　　　　費　�１００円（昼食・道具については

各自持参してください）

申込方法　�電話又は FAX（住所、氏名、年齢、

生年月日をお知らせください）　

※団体での申し込みにつきまし

ては、なるべく FAX でお願いし

ます。

申込開始　２月 12日（木）より受付（先着順）

募集人数　100 名

問・申�あそう温泉「白帆の湯」
　　　行方市麻生 421-3

　　　☎ 0299-80-6622　 FAX 0299-72-0833

◆第４回行方市開発公社

グラウンドゴルフ大会◆
期　　日　３月５日（木）＊雨天順延

時　　間　午前８時 30分～午後１時 30分

場　　所　高須崎公園（霞ヶ浦大橋そば）

参加対象　行方市在住・在勤の方�

参　　　　　加　　　　　　費　�１００円（昼食・道具については

各自持参してください）

申込方法　�電話又は FAX（住所、氏名、年齢、

生年月日をお知らせください）　

※団体での申し込みにつきまし

ては、なるべく FAX でお願いし

ます。

申込開始　２月５日（木）より受付（先着順）

募集人数　180 名

問・申�（一財）行方市開発公社
　　　行方市玉造甲 1234

　　　☎ 0299-55-3927　 FAX 0299-55-3926

グラウンドゴルフ大会参加者募集

婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 2月 14 日（土）11:30 ～ 15:30

　筑波ハム（つくば市）

② 2月 19 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

③ 2月 21 日（土）14:30 ～ 17:00

　イーアスつくば（つくば市）

④ 2月 22 日（日）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
　　　　　　　行方地区事務局（田上）　090-1059-1747

講演会
「親だからできること

～親の立場から『婚活』を考える～」
　地域におけるおせっかい役が見られなくなってきた昨

今、子の幸せを願い、子の結婚に関心があっても、

親子で話し合ったり、誰にも相談できないという親御

さんは多いと思います。そこで、親御さんが抱える悩

みや現代の若者の結婚事情を考える機会として、全

国各地の結婚問題に携わっている板本洋子氏を講師

として招き、次のとおり講演会を開催します。親だか

らこそできることについて一緒に考えてみませんか？

講　　　　師　　�NPO 法人全国地域結婚支援センター代表

板本洋子氏

日　　　　時　　2月 28 日（土）14：00 ～ 16：00

場　　　　所　　レイクエコー　　　参　　　　　�　　　加　　　�　　　　　　費　　無料

対　　　�　　　　　象　　　　　�　　　者　　�独身の子を持つ親、結婚支援に関心が

ある方

申込方法　　�氏名・住所・電話番号を、電話又は

FAXにて、下記までお申し込みください。

申込期限　　2月 20 日（金）

問・申�企画政策課（麻生庁舎）
　　☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

3/13（金）　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）

対 象 者　25歳～ 35 歳の独身男女　各 15名

申込期限　2/13（金）～ 2/27（金）

問・申�（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　　☎�０２９－２２４－８８８８

なめがた版　婚活 No. ６
サッカー観戦婚活「恋のＳＵＩＴＥ　ＢＯＸ」
時　　　　間　　未定

場　　　　所　　茨城県立カシマサッカースタジアム

対　　　　　　　　象　　　　　　　　　者　　概ね35歳～ 45 歳の独身男女　各９名

会　　　　費　　男性　4,000 円　　女性　2,500 円

受付期間　　2/16（月）～ 3/2（月）

申込方法　　�電話又は FAXにて下記までお申し込み

ください。「なめがた日和」（ URL http://
namegata.mypl.net/）からもお申し込みい

ただけます。

問・申�企画政策課（麻生庁舎）
　　　�☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

 3/14
　（土）


