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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。

今月号に掲載している事業について、新型コロナウイルス感染症などの影響により中止や変更
とな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。

　今回は、奥参道 300 ｍのイルミネーショ
ンとプロジェクションマッピングだ！
▶日時　12 月４日（金）・５日（土）
▶場所　鹿島神宮（鹿嶋市）
※完全予約制
問・申  まちづくり鹿嶋株式会社（済

さいとう
藤）

　 ☎０２９９－７７－８８４０
 URL  http://www2.sopia.or.jp/ma-kashima/

鹿島神宮創祀 2680 年プロジェクト
「日本博 in 鹿嶋」

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。

　茨城県人権ポスターコンクールおよび人権
メッセージの表彰のほか、人権に関する講演
を予定しています。
　新型コロナウイルス感染症に関する不当な
偏見や差別がおきています。県民の皆さま一
人一人が身近なところから人権について考
え、人権尊重に対する認識を深めるため、ぜ
ひご参加ください。
▶日時　12 月５日（土）13：00 ～ 16：00
▶場所　行方市文化会館　▶料金　無料
問 総合窓口課（玉造庁舎）
　 ☎０２９９－５５－０１１１

令和２年度人権週間記念フェスタ

▶期日　11 月 15 日（日）
▶時間　13：00 ～ 16：00
▶場所　行方市文化会館  大ホール
▶内容
　「相模大庭一族と河内源氏」
　　 茨城大学人文社会科学部　教授　高橋修氏
　「歴史と伝統が生きる行方市の祭り」
　　 茨城民俗学会　理事　近江礼子氏
▶入場料　無料
問 公益財団法人　大山守大塲家保存協会
　 ☎０２９９－５５－３２３０

令和２年度　文化講演会
　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 11 月 30 日（月）です。
期限内に完納されるようお願いします。
　なお、個人事業税の納税には「口座振替
制度」がありますので、ぜひご利用ください。
問 茨城県行方県税事務所　課税第一課
　 ☎０２９９－７２－０４８３

茨城県行方県税事務所からのお知らせ
11 月は個人事業税第２期分の納期です

パーキンソン病友の会
患者・家族のミニ交流会

　薬剤師による講演会を予定しています。な
お、施設料が必要なため、非会員の方は一部
ご負担願います。
▶日時　11 月 21 日（土）13：30 ～ 15：30
▶場所　 レイクエコー（鹿行生涯学習セン

ター）１階　大研修室
▶申込方法　 前日までにご連絡ください。
▶その他　マスク要持参
問・申 パーキンソン病友の会鹿行地区世話役
　　　発

ほ っ ち

知 ☎０９０－１８５１－７７９９

事業主・労働者の皆さまへ
「働き方」が変わりました！

　平成 31 年４月１日から、働き方改革関連法
が順次施行されています。
▶ポイント１
　施行：平成 31 年４月１日～
　※中小企業は、令和２年４月１日～
　　（一部猶予・除外　業種職種あり）
　●時間外労働の上限規制の導入
　 　 時間外労働の上限について、月 45 時間、年

360 時間を原則とし、臨時的な特別な事情が
ある場合でも年 720時間、単月 100時間未満
（休日労働含む）、複数月平均 80時間（休日労
働含む）を限度に設定する必要があります。

▶ポイント２
　施行：平成 31 年４月１日～
　●年次有給休暇の確実な取得
　　 使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与さ

れる全ての労働者に対し、毎年５日、時季を
指定して有給休暇を与える必要があります。

▶ポイント３
　施行：令和２年４月１日～
　※中小企業は、令和３年４月１日～
　● 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の
不合理な待遇差の禁止

　　 同一企業内において、正規雇用労働者と非正
規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇
用労働者、派遣労働者）の間で、基本給や賞
与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が
禁止されます。

▶ 改正法の詳細は、厚生労働省 HP『「働き方改革」
の実現に向けて』をご覧ください。

URL  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/0000148322.html

問 鹿嶋労働基準監督署
　 ☎０２９９－８３－８４６１

◆ 11月 26日（木）10：00 ～ 16：00
▶場所：�行方市情報交流センター（旧麻生保健

センター）
問 健康増進課（保健センター内）
　 ☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

　茨城にゆかりがあり、それぞれのジャンル
で注目すべき活動を続けている作家６名を
個展形式で紹介する展覧会。
▶期間　11 月３日（火・祝）～ 12 月 20 日（日）
　休館日：月曜日※ ただし 11 月 23 日（月 ･ 祝）は

開館、11 月 24 日（火）は休館
▶時間　9：30 ～ 17：00（入場は 16：30 まで）
▶場所　茨城県近代美術館
▶料金
　一般　870 円
　満 70 歳以上　430 円　他
※  11 月７日（土）は満 70 歳以上の方は入場無料
※  11 月 13 日（金）茨城県民の日は全ての方が入

場無料
※ 新型コロナウイルス感染防止対策として「日時指

定 WEB 整理券」を導入します。詳細は当館ホー
ムページをご覧ください。
問 茨城県近代美術館
　☎０２９－２４３－５１１１

茨城県近代美術館　企画展
「６つの個展 2020」

▶アビルショウゴ《カタバミ》
　2007 年、ガラス

　市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法
第 383 条の規定により、毎年１月１日（賦
課期日）現在の資産の所有状況について申告
していただくことになっています。
　令和 3 年度分の申告期限は２月１日（月）
です。年中に資産の増減がなく、昨年の申告
から変更がない場合でも、償却資産を所有し
ている方は申告が必要となりますのでご注意
ください。なお、所得税の減価償却費で償
却資産を計上している方等につきましては、
12 月中旬頃の通知にて申告のご案内をさせ
ていただきますので、ご理解、ご協力をよろ
しくお願いします。
問 税務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

固定資産税（償却資産）申告のお知らせ

　「スクエアステップ」は四方のマス目が書
かれたマットを使い、前後左右にステップ
を踏む運動です。転倒予防や認知機能向上
をしたい方にお勧めです。
▶期日　11 月９日、16 日、30 日、
　　　　12 月７日、14 日、21 日　月曜日
▶時間　13：30 ～ 15：00
▶対象　市内在住の方
▶人数　各回、定員 30 人
▶場所　地域包括支援センター
▶料金　無料
▶申込方法　 下記まで電話でお申し込みく

ださい。
▶講師　スクエアステップ指導員
　　　　　井野場ヒサ子氏、外３人
　　　　（所属：スクエアステップを楽しむ会）
問・申  地域包括支援センター
　 ☎０２９９－５５－０１１４

スクエアステップ体験会

　医療費はちょっとした心がけで皆さまの
家計の医療費負担の軽減につながります。
① かかりつけ医を持ちましょう。紹介状なし

で大病院にかかると特別料金がかかります。
② 同じ傷病で同時に複数の医療機関にかか

る「はしご受診」は身体的にも経済的に
も大きな負担になります。

③ 時間外・休日・深夜受診は、医療費が割
増料金になります。医療機関に受診する
べきか判断に迷う場合は救急電話相談を
ご利用ください。（こども救急電話相談：
＃ 8000、おとな救急電話相談：＃ 7119）

④ ジェネリック医薬品を使用することで安
くなる場合があります。

問 協会けんぽ茨城支部　企画総務グループ
　 ☎０２９－３０３－１５８０

全国健康保険協会（協会けんぽ）加入者の皆さまへ
医療機関のかかり方で上手に節約

▶出願資格
　・プラント保守科（２年課程）
　　　高等学校卒業者（卒業見込み含む）
　・生産ＣＡＤ科（１年課程）
　　　17 歳以上おおむね 45 歳以下の方
▶試験日程
　出願期間　11月９日（月）～12月４日（金）
　試験日　　12 月 11 日（金）
○  11 月 19 日（木）に、体験型オープンキャ

ンパスを開催します。詳細はお問い合わ
せください。

問 茨城県立鹿島産業技術専門学院
　 鹿嶋市林 572-1　☎０２９９－６９－１１７１

資格取得で就職へのステップを
鹿島産業技術専門学院  2021 年度学院生募集



　なめがた大使で歌手の奈良崎正明さんが
MC を務める市民参加型の歌番組です。
　皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
▶日時　11 月 28 日（土）14：00 ～ 16：00
▶場所　 行方市情報交流センター
▶募集人数　①番組出演　６組
　　　　　　②観覧　15 人
　※観覧者は、入場を制限いたします。
▶申込方法　 下記までご連絡ください。
▶申込締切　11 月 18 日（水）
問・申  情報政策課（行方市情報交流センター内）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１
※ 収録にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大

防止に細心の注意を払い、対応に最善を尽くして
まいります。出演・観覧にお越しくださる皆さま
におかれましても、手洗い・うがいやマスクの着
用など、感染防止策へのご理解とご協力を頂けま
すよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

なめテレ　出演・観覧者募集！
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

▶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

「いばらき出会いサポートセンター」
に登録しませんか

　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
　登録入会手続きは予約制です。
　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）
■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
・水戸センター
　水戸市三の丸 1-5-38（茨城県三の丸庁舎３階）

　☎ 029-224-8888
・鹿行センター
　神栖市大野原 4-7-1（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

行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」
　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。
　チームＯＳＫの支援を希望する方、チームＯＳＫ
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

☆行方市からの婚活情報☆
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。　歳末たすけあい事業は、赤い羽根共同募

金をもとに、新年を迎えるにあたり、障害
者世帯で、身体の不自由などにより、日ご
ろできない家事援助のサービスを行い、清々
しい新年を迎えていただくことを目的とし
た事業です。
▶対象者
　障害者（身体・精神・知的）世帯の方
　　①一人暮らし世帯
　　② 世帯構成員が全て障害のある世帯（ま

た同敷地内で別居の場合、同一世帯
とします）

　　③ 世帯主および配偶者が障害者で、お
子さんが全て 18 歳未満の世帯

▶内容
　この事業で実施するサービスは次のとお
りとし、１世帯１種類とします。
　① 草抜き②草刈り（家の出入りするところのみ）
　③掃除（居間の簡単な掃除）
　④窓ガラス掃除（１階の内側・外側）
　⑤ 障子貼り（４枚。日常生活している居

間の障子）
　⑥網戸の張り替え（４枚）
　⑦ 廃棄物の処理（不要品を美化センターへ

運搬。ただし、軽トラック１台分。家
電リサイクル対象品等を除く）

▶申込方法　 住 所・ 電 話 番 号・ 氏 名・ 希 望
するサービスを、電話または
FAX・郵送にて下記までお申し
込みください。

▶申込期限　11 月 20 日（金）
問・申 行方市社会福祉協議会
　　　〒 311-3512 行方市玉造甲 478-1
　　☎ 0299-36-2020 FAX 0299-55-4545
         行方市社会福祉協議会麻生出張所
　　　〒 311-3832 行方市麻生 2744-23
　　☎ 0299-80-6661 FAX 0299-80-6662

歳末たすけあい事業のご案内

問・申 茨城県立鹿島特別支援学校
　　　（教務主任　佐藤）
　　　☎０２９９－８２－７７００
　　　FAX ０２９９－８４－１５７６

　今年度の学校公開は、新型コロナウイルス
感染症対策のため、本校ホームページでの公
開を中心に行います。

令和２年度茨城県立鹿島特別支援学校
学校公開　～みんなの笑顔があふれる学校～

行事 内容

鹿よう祭 作品の作成工程の写真を動画で
紹介します。

教材教具展 国語や算数・数学等の教材教具
を写真で紹介します。

マ ナ ー ア ッ プ
キャンペーン

各部の取り組みの写真を紹介し
ます。

特別支援学校の
センター的機能
に係る取り組み

自立活動の指導についてパワーポ
イントのスライドで紹介します。

交流および共同
学習

居住地校交流の様子を支援部だ
よりを通して紹介します。また、
学校間交流の取り組みを紹介し
ます。

小・中学部音楽
鑑賞会

県が主催する「文化芸術体験出
前講座」で、小・中学部の児童
生徒が演奏鑑賞や楽器の演奏体
験を行いました。その鑑賞会の
様子を写真で紹介します。

福祉事業所合同
説明会

学区内の福祉サービス事業所
マップと一覧をホームページに
掲載します。

求職者向けパソコンスクール
受講生募集

　求職者支援訓練【基礎コース】�
　　　　ビジネススキル・パソコン基礎科　

訓練コース番号：5-02-08-001-00-0034
▶訓練期間　12 月 15 日（火）

～令和３年３月 15 日（月）
▶定員　15 人
▶費用　テキスト代 7,876 円（税込）
　　　　※受講料無料
▶募集期限　11 月 24 日（火）
※ 締切日の前日までに管轄のハローワークで

求職申込と職業相談が必要です。
問・申  アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０

森林・林業体験学習（現地体験型）
参加者募集

～�いばらきの森林で、
自然や木々に触れあってみませんか�～

　茨城県では、森林の持つさまざまな働きに
ついて理解を深める体験学習の参加者を募
集しています。
▶実施期間　令和２年 11 月～令和３年２月

　　※ただし、年末年始、施設休園日を除く
▶内容　 森林の働きなどのお話、森の散策、

丸太切り体験、木工工作　等
▶対象　①学校参加　 県内の小学４年生以上、

中学生
　　　　② 県内在住者を含む団体（自治会、

子ども会など地域の団体）
▶参加費　 無料（飲食代およびミュージアム

パーク利用の場合は原則入館料別途）
▶定員　 原則１グループ当たり 20 ～ 80 人

程度
▶会場　 水郷県民の森（潮来市）、奥久慈憩

いの森（大子町）、茨城県民の森（那
珂市）ほか

▶申込方法　 ホームページ「茨城県森林・林
業体験」で検索

▶申込締切　令和２年 12 月
問・申 茨城県農林水産部林政課指導グループ
　　  ☎０２９－３０１－４０２６

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金の特例貸付に関するお知らせ

　生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資
金〔生活支援費〕）の特例貸付について、受
付期間が 12 月末まで延長になりました。
　詳細は、下記までお問い合わせください。
問  行方市社会福祉協議会
　☎０２９９－３６－２０２０

　国税に関するご相談・ご質問は電話でお問い合わせください！　

　税務署窓口でのご相談は、窓口の「３密（密集、密接、密閉）」を避けるため、原則とし
て事前予約とさせていただいております。税務署におかけいただいた電話は、自動音声案内
でご案内しております。相談内容に応じて、番号を選択してください。

問  潮来税務署　☎０２９９－６６－６９３１　※ 事前予約は、自動音声案内で「２」の番号を選択

◎ 国税に関する質問は国
税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の

「タックスアンサー」に
掲載されています。

◎ スマートフォンからも
ご利用いただけます。

▲ QR コードはこちら


