今月号に掲載している事業について、状況によっては変更がある場合がございます。参加される際は、事前に問い合わせ先までお問い合わせください。

市報 行方

令和２年６月 1 日 № 159

医療相談アプリ「LEBER（リーバー）」
による無料相談【茨城県】

内閣府「DV 相談＋（プラス）」

市内の飲食業を営んでいる事業所を対象

いつでもどこでも気軽に医師と相談でき

内閣府では、今般の新型コロナウイルスの

に、テーブルや椅子、まな板や包丁等に使

るアプリです。新型コロナウイルス感染症に

感染拡大に起因して、生活不安やストレスか

用できる除菌アルコールを配布します。

ついても、病院へ行く前に気軽に医師と相談

ら、DV 等の増加・深刻化が懸念されている

企画部 情報政策課
（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

お知らせ版

行方市内の飲食業を営む皆さまへ

ご希望の方は、500ml の空ペットボトル
２本をお持ちの上、行方市商工会までお越

ができます。
詳しくは、医療相談アプリ LEBER（茨城県

しください。なお、１事業所１リットルま

民向け登録ページ

https://www.leber11.

でとさせていただきます。

com/ibaraki-pref-free-registration） を ご

▶配布期間 ６月１日（月）～

確認ください。

9：00 ～ 16：00

体を動かして行方市を元気に！
ショートムービー募集

行方市商工会（担当：風間）

新型コロナウイルス感染症対応

看護職による看護職のための電話相談窓口

看護職のこころの健康を維持することを

目的に、電話相談窓口を開設しました。
▶電話番号

☎０２９－２３１－６３５６

▶開設時間

月～金

9：00 ～ 16：30

※土日祝日、8/13 ～ 15、12/29 ～ 1/3 を除く
問（公社）茨城県看護協会・茨城県ナースセ


ンター

☎０２９－２２１－７０２１

税理士による
無料税務相談所を開設しています
税金の専門家である税理士

による無料税務相談です。

相続税、贈与税、消費税、

所得税などの税金の相談や、

個人事業・法人の創業に関する相談にご利用
ください。

６月３日・17 日、７月１日・15 日、
８月５日・19 日、９月２日・16 日
13：30 ～ 16：30

▶場所

鹿 嶋市まちづくり市民センター

▶その他

２階

団体事務室９

（鹿嶋市宮中 4631-1）

事前にご予約をお願いします。

※新 型コロナウイルス感染拡大状況によっ
ては、中止になる場合がございます。

問・申

関東信越税理士会

やメール等での相談にも対応していますの
で、悩みや困ったことがありましたら、ひと

潮来支部

☎０２９９－８４－７３３９

つ な ぐ

※緊 急の場合は 110 番通報するか、最寄り
の警察署、交番、駐在所に直接相談してく

体を動かして行方市を元気にするショー
トムービーを募集します。応募いただいた映
像の中から、なめがたエリアテレビで放送さ
せていただきます。制作上の都合により、映
像等の編集を行うことがあります。

ださい
〇 SNS 相談 http://soudanplus.jp
（12：00 ～ 22：00）
※外国人相談者にも対応予定（英語、中国語、
韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペ

▶対象
市 内在住の方（先着 300 人に参加記念品
をプレゼント）

は や く

０１２０－２７９－８８９
（24 時間受付対応）

イン語、タイ語、ベトナム語）
〇メール相談

http://soudanplus.jp
（24 時間受付）

▶応募条件
・運動している映像（30 秒以内）

茨城県
「女性相談」「DV 相談」

・スマホ（横向き）で撮影したもの
・運動であればなんでもＯＫ！
※撮影した人物の承諾等、必要な権利処理を
行ってください。応募に係る著作権は応募
者に帰属しますが、応募作品は無償で活用
させていただきます。詳細は、市ホーム
ページに掲載していますので、注意事項を

茨城県女性相談センターでは、DV など、
女性からのさまざまな相談を受け付けてい
ます。一人で悩まずに、ぜひご相談ください。
▶電話相談

順守の上、応募してください。
▶応募先

▶開催日（水曜日）

▶時間

電話で相談しづらい状況を想定して SNS

〇電話相談

▶配布場所 行方市商工会（麻生 1222-1）
☎０２９９－７２－０５２０

相談＋（プラス）」を開始しました。

りで抱え込まずに相談してください。

※無くなり次第終了
問

ことから、24 時間 DV 相談に対応する「DV

動画データと共に、氏名・住所・連絡先・
動画の内容を必ず明記の上、こちらのメー

▶募集期限

９月 30 日（水）

※詳細は、下記までお問い合わせください。
問・申

生
 涯学習課スポーツ推進室

０２９－２２１－４１６６

〇相談時間

平日

9：00 ～ 21：00

土日祝日

9：00 ～ 17：00

▶面接相談（要予約）
〇相談時間

ルアドレスにご応募ください。
【e-mail：staff1@name-tv.com】

〇電話番号

平日・土日祝日 9：00 ～ 17：00
問

茨城県女性相談センター

（茨城県配偶者暴力相談支援センター）
水戸市三の丸 1-5-38

（北浦運動場）
☎０２９１－３５－２１２０
見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール監視員募集
▶雇用期間

茨城県調理師試験準備講習会

令和２年度税務職員採用試験

令和 2 年茨城県調理師試験受験者の皆さまへ

７月 18 日（土）～８月 31 日（月） ▶準備講習会
8：30 ～ 19：00

９ 月９日（水）・10 日（木）

税務署や国税局で「税のスペシャリスト」
▶勤務時間
として勤務する税務職員（国家公務員）を募
の２日間
シフト勤務制（勤務時間は要相談） ▶場所 鹿嶋市商工会（鹿嶋市宮中 2-1-34） 集します。
▶受験資格
▶賃金 １時間あたり 860 円
▶準備講習会費用 40,000 円
①令和２年４月１日において高等学校または
▶業務内容 プール監視および施設管理業務
（教本、問題集、テキスト他・２日間の昼食代を含む）
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算
▶募集資格
▶試験日時 10 月 10 日（土）
して３年を経過していない者および令和３
①令和２年４月１日現在で満 16 歳以上の方
年３月までに高等学校または中等教育学校
13：30 ～ 15：30
②泳ぐことができる方
卒業見込みの者
③７ 月上旬実施予定の普通救命講習およ ▶試験会場 筑波大学キャンパス内
②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者
中地区 第３エリア
び業務打ち合わせ会議に出席できる方
▶試験の程度 高等学校卒業程度
（つくば市天王台 1-1-1）
▶申込締切 ６月 30 日（火）
▶申込方法等
▶応募方法 市販の履歴書に必要事項を記入
【原則】インターネット申し込み
３Ａ棟・３Ｂ棟
○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力
し、下記まで提出してください。 ▶申込受付 ８月 30 日（日）まで
h ttp://www.jinji-shiken.go.jp/
問・申 行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
先着 20 人程度
juken.html
行方市玉造甲 3185
【受験申請用書類配布・受験申請受付期間】
○受付期間 ６月 22 日（月）9：00 ～
☎０２９９－５５－３２１１
５月 11 日（月）～６月５日（金）
７月１日（水）
［受信有効］
▶試験日
※願書記入指導はいたしません。
受付
第１次試験日 ９月６日（日）
問・申（公社）日本調理師会

茨城県調理師連
広告原稿提出
第２次試験日 10 月 14 日（ 水 ） か ら
（発行１カ月前）
合会 代表 横田利春（割烹よこ多）
「市報行方」へ
↓
10 月 23 日（ 金 ） の い ず
広告を掲載しませんか
☎＆FAX ０２９１－３２－６００７
広告掲載内容審査
れか第１次試験合格通知
市では「市報行方」に有料広告を掲
↓
載される方を募集しています。
書で指定する日時
広告掲載決定
詳しくは情報政策課（麻生庁舎）まで。
↓
問 ○インターネット申し込みに関して
☎ 0299-72-0811
掲載発行
人事院人材局試験課
FAX0299-72-1537
☎０３－３５８１－５３１１
9：00 ～ 17：00（土日祝日等の休日を除く）
○上記以外
家庭教育応援ナビ「すくすく育ていばらきっ子」をご利用ください
関東信越国税局人事第二課試験係
☎０４８－６００－３１１１
茨城県教育委員会では、家庭教育に関する学習機会と情報を提供するサイトを開設してい
8：30 ～ 17：00（土日祝日等の休日を除く）
ます。ぜひ、ご覧ください。

広告募集

放送大学
2020 年 10 月入学生募集
心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・

自然科学など、約 300 の幅広い授業科目が

中途失聴・難聴者のための手話講習会

2020 年度中途失聴・難聴者コミュニケーション講習会

このコミュニケーション講習会は、聴覚障
害がある方を対象とした手話講習会です。
聴覚障害を持つ仲間が集まりますので、和
▶期日（土曜日

全 10 回）

７月４日・18 日、８月１日・22 日、
９月５日・19 日、10 月３日・17 日
11 月７日・21 日
▶時間

10：00 ～ 12：00

▶会場

土浦市ボランティア福祉会館
ウララⅡ

４階

講義講習室１．２

（土浦市大和町 9-2 ウララ２ビル）
▶対象
・茨城県内に居住のおおむね 18 歳以上の
中途失聴・難聴者の方および同居家族
▶内容
①手話の知識とコミュニケーション
②聴覚障害についての情報保障について
③読話の講習
▶費用

など

テキスト代実費

▶申込方法
氏名、住所、FAX 番号（または電話番号）、
年齢、身体障害者手帳の有無をご記入の上、
６月 15 日（月）までに下記までお申し込
みください。
※会 場には、要約筆記（話の内容を OHC にて
スクリーンに映し出す）を準備しますので、
全く聞こえない方でも安心して受講できます。
問・申

茨
 城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ

（中途失聴・難聴者コミュニケーション講
習会係）
☎０２９－２４８－００２９
FAX ０２９－２４７－１３６９

問
問

茨城県教育庁総務企画部生涯学習課就学前教育・家庭教育推進室 ☎０２９－３０１－５１３２

第２回

８月 31 日まで

９月 15 日まで

放送大学茨城学習センター

☎０２９－２２８－０６８３

いばらき出会いサポートセンターは、独身の
方の出会いの場づくりのため、茨城県が労働団
体と共同で設立した団体です。
登録制によるパートナー探しの支援や、ふれ
あいパーティーの開催、マリッジサポーターに
よる出会いの相談・仲介など、さまざまな形の
出会いの場を提供しています。
■登録方法
いずれかのセンターへ電話で来所予約を行っ
てから、ご本人が来所してください。
相談は無料ですので、ご本人でもご家族の方
でも、お気軽にお問い合わせください。
■登録料

11,000 円（３年間）※相談無料

■問い合わせ＆申し込み
（一社）いばらき出会いサポートセンター
☎ 029-224-8888
鹿行センター（鹿島セントラルビル本館８階）
☎ 0299-92-8888
♥市 では、上記登録料の一部 5,000 円を助成
します。
「行方市結婚支援団体等加入時助成金」
問 企画政策課（麻生庁舎）

☎ 0299-72-0811
▶パーティー情報は…
（一社）いばらき出会いサポート

センターのホームページでご確認
ください

独身者の縁結び役として、恋愛や結婚に関する相
談や助言、出会いの機会の仲介を行っています。

います。

第１回

に登録しませんか

【行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」】

サークル活動などの学生の交流も行われて

▶出願期間

「いばらき出会いサポートセンター」

登録入会手続きは予約制です。

・初めての方

全国に学習センターが設置されており、

お気軽にご請求ください。

市の結婚支援事業と、近隣で開催される
パーティー情報をお知らせします。

気あいあいと楽しく手話を学んでいます。

あり、１科目から学ぶことができます。

資料を無料で差し上げています。下記まで

☆行方市からの婚活情報☆

チームＯＳＫの支援を希望する方、チームＯＳＫ

急な病気やケガで、すぐに受診したほうが
よいのか様子をみても大丈夫なのか不安な
ときや救急車を呼ぶか迷ったとき、ご相談
ください。夜間や休日など受診可能な医療
機関もご案内します。

の活動に興味のある方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。
問 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

