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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。

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。

　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

　行方地域を良くしたいとの思いが集結し
て、一般社団法人行方プライドが 2017 年
４月に設立されました。当法人は、このコ
ロナ禍で行き詰まった市民社会に少しでも
明るい話題を提供したいとの思いで、今回
のコンテストを企画しました。
　行方にプライドを持てるような写真を多
く撮っていただいて、優秀作品等を市民の
皆さまに広く紹介したいと思います。
▶応募期間　１月４日（月）～３月 31 日（水）
▶送付先　〒 311-3505 行方市浜 370-1
　　　　　　荒井 一美　宛
▶応募料金　 ３点 1,000 円（郵便書留で写

真と一緒にお送りください）
▶写真展　 市公共機関（各地区公民館等で

展示）、その他
※ 詳しくは、行方プライドの

Facebook に掲載。
問・申  一般社団法人行方プライド事務局
　　 （並

な み き
木）☎０２９９－５５－１６０６

第１回行方プライドフォトコンテスト

自動車税（種別割）のお知らせ

　自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在
の登録上の所有者（割賦販売の場合は使用
者）に課税される税金です。
　自動車を譲渡した場合や住所を変更した
場合は、運輸支局で登録変更手続きが必要で
すので、お心当たりの方は至急手続きをして
ください。
　手続きが未了の場合、名義人に納税の義務
が発生し、滞納になった場合は処分の対象と
なります。ご不明な点は、お問い合わせくだ
さい。
※ 令和元年 10 月１日以降、自動車の排気量等に応

じて毎年かかる自動車税は「自動車税（種別割）」
に名称が変更になりました。

▶登録変更
　問 茨城運輸支局　☎０５０－５５４０－２０１７
▶自動車税（種別割）
　問 茨城県行方県税事務所収税課

☎０２９９－７２－０４８２
▶茨城県（税金）のホームページ
　 URL  http://www.pref.ibaraki.jp/kurasu/

zeikin/index.html

　10 月 25 日から、国内線運航ダイヤが改
正されました。
　神戸便・札幌便が１日２往復、福岡便・那
覇便が１日１往復するほか、新たに宮古（下
地島）への乗継便が設定されました。
　茨城空港では感染症拡大防止のため、サー
モグラフィーによる検温等を実施していま
す。また、航空機内の空気は常に機外から新
しい空気を取り入れ、約３分で全て入れ替わ
る仕組みとなっています。
　最新の運航状況等については、茨城空港
ホームページをご覧ください。
問 茨城県空港対策課
　 ☎０２９－３０１－２７６１
　茨城空港ホームページ
　 URL  www.ibaraki-airport.net

茨城空港からダイヤ変更のお知らせ

　税務署では、例年個人事業者の方を対象
として決算等説明会を開催していますが、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
を図る等各般の事情を総合勘案し、令和２
年度については中止することとしました。
　なお、決算説明会に代わるものとして、
決算の方法・注意点等を説明する動画を作
成し、YouTube 国税庁動画チャンネルに掲
載することを予定しています。
　ご不明の点につきましては、お気軽に担
当部門までお問い合わせください。
問 潮来税務署　個人課税第一部門
　 ☎０２９９－６６－７５１０

潮来税務署からのお知らせ
令和２年度 決算等説明会中止のお知らせ

　クリスマス、お正月とイベント続きの年末
年始。食べ過ぎ、飲み過ぎによって食生活が
乱れ、体の不調の原因になってしまいます。
　ご家族そろって元気に新しい年を迎えられ
るよう、ご家庭での食事内容や生活リズムを
見直してみませんか？
◆第 1 回「太りにくい食べ方のコツ」
◆第 2 回「ゆるんだ食生活を整えるコツ」

　お申し込みの際に、食事についての疑問・
質問等もお伺いします。
　ご本人だけでなく、ご家族の食事のお悩み
についても対応させていただきます。
▶期日　12 月 22 日（火）、
　　　　令和３年１月 12 日（火）
▶時間　14：00 ～ 15：30
▶場所　行方市保健センター
▶対象　市内在住のおおむね 70 歳までの方
▶人数　15 人（定員になり次第締切）
▶参加費　無料
▶申込方法　 電話にて、下記までお申し込

みください。
▶申込締切　12 月 10 日（木）
問・申 健康増進課（行方市保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

知って得する！いきいき食生活教室
～ 年末年始の食事 ～

勤労者向け融資制度のご案内

　茨城県では、中央労働金庫と提携して、勤
労者等の生活の安定を図るため、生活資金等
を低利で融資しています。融資要件など、詳
細はお問い合わせください。

対象 勤労者 失業者 育児・
介護休業者

使途 冠婚葬祭・医療・
教育費用　等 生活資金 生活資金

金利 1.7％ 1.2％ 1.5％

限度 100 万円まで 50 万円まで 100 万円まで

※別途保証料率　年 0.7％あり

▶お申し込みいただける方
　 勤労者の方／県内に原則として１年以上

居住または勤務している方／現在の勤め
先に原則として１年以上継続勤務してい
る方／前年税込年収 150 万円以上の方

問 茨城県労働政策課 ☎０２９－３０１－３６３５
　またはお近くの中央労働金庫（県内）

　協会けんぽにご加入の方が、保険証を使
用できるのは退職日までです。ご家族（被
扶養者）の保険証も同様に、ご本人（被保
険者）の退職日の翌日から使用できなくな
ります（パートの方などで、勤務時間や日数
が減少し被保険者資格を喪失する場合は「資
格喪失日」以降、保険証は使用できません）。
　また、ご家族（被扶養者）が、就職等に
より扶養から外れる場合は、扶養から外れ
た日から、保険証を使用できなくなります。
　お勤めの会社を退職される場合や、扶養
から外れる際は、必ず保険証を会社へご返
却ください。
問 協会けんぽ茨城支部
　 業務グループ
　 ☎０２９－３０３－１５８２

全国健康保険協会（協会けんぽ）加入者の皆さまへ
保険証を使えるのは退職日までです

　スポーツとアートをデジタルで彩るデジタ
ルコンテンツの祭典 !!
▶日時　12 月 21 日（月）～ 12 月 25 日（金）
　　　　17：00 ～ 21：00
▶場所　 茨城県立カシマサッカースタジアム

隣接駐車場特設会場（鹿嶋市神向寺
後山 26-2）

【デジタル競技大会開催 !! 参加者大募集 !!】
　・ｅスポーツ選手権
　・HADO 選手権
　・自作アプリコンテスト
　　▶募集期限　12 月 10 日（木）
※詳細は、お問い合わせください。
問・申  いばらきスポーツ＆アートナイト実行

委員会事務局（株式会社セイビ堂内　
担当：藤井）☎０２９９－８２－５２０１

 URL  https://seibidou.jp/ibaraki-sports-
artnight/

いばらき観光誘客推進事業
いばらきスポーツ＆アートナイト

　10 代から 90 代の幅広い世代、約９万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみ
たいなど、さまざまな目的で学んでいます。
　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
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
お気軽にご請求ください。
▶出願期間　第１回　２月 28 日まで
　　　　　　第２回　３月 16 日まで
問 放送大学茨城学習センター
　 ☎０２９－２２８－０６８３

放送大学
2021 年４月入学生募集



　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　12 月 13 日（日）10：00 ～ 12：00
▶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　12 月９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　番組出演・観覧者募集！
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

参加者募集！
スキー教室

　冬季スポーツに親しみ、参加者相互の親睦
を図ることを目的として実施します。経験の
ない方もぜひご参加ください。
▶期日　1 月 15 日（金）～１月 17 日（日）
▶集合・出発時間
　１月 15 日（金）19：30（1.5 泊）
▶集合場所　玉造 B&G 海洋センター
▶場所　苗場スキー場（新潟県）
▶対象　市内在住・在勤者
▶人数　40 人（定員になり次第締切）
▶参加費　一般　　30,000 円
　　　　　小学生　20,000 円

（参加料は、宿泊代・バス代・リフト代２日
分も含まれた料金となります。出発日に納入
してください）
▶その他　・ 中学生以下はグループに 1 人

以上の保護者同伴
　　　　　・ 昼食代２回、レンタルスキー料金

２日間で約 3,000 円は個人負担
　　　　　・スノーボード不可
▶宿泊場所　新潟県魚沼郡湯沢町三国 284
　　　　　　「三国屋旅館」
　　　　　　☎ 0257-89-2034
▶申込方法　 住所、氏名、年齢（学年）、電話

番号、勤務先（学校名）、スキー
板の有無（レンタル希望の方は、
身長・靴サイズ）を明記して、
はがきまたは FAX でお申し込み
ください。

▶申込締切　12 月 25 日（金）

問・申 生涯学習課スポーツ推進室内
　　　行方市体育協会スキー部事務局
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

ソフトバレーボール教室
▶期日　 12 月 15 日～令和３年３月 23 日

（毎週火曜日）
▶時間　20：00 ～ 22：00
▶場所　北浦運動場体育館（アリーナ）
▶対象　18 歳以上（初心者歓迎）
▶参加費　会場使用料 100 円
▶持ち物　運動できる服装、室内用運動靴

卓球教室
▶期日　 12 月 11 日～令和３年３月 26 日

（毎週金曜日・全 15 回）
▶時間　19：00 ～ 21：00
▶場所　麻生運動場体育館（アリーナ）
▶対象　市内在住在勤（小学１年生以上）
　　　　※小学１・２年生は保護者同伴
▶持ち物　運動できる服装、体育館シューズ
※ 用具は、初回にどういう物を購入すれば良

いか指導します。

フットサル教室
▶期日　 10 月 13 日～令和３年２月 23 日

（毎週火曜日・全 19 回）※追加募集中

▶時間　19：00 ～ 20：30
▶場所　麻生運動場体育館（アリーナ）
▶対象　市内在住小学４年生～６年生
　　　　（初心者歓迎）
▶募集人員　10 人
▶持ち物　 動きやすい服装、体育館シューズ、

レガース、タオル

【教室参加料】 スポーツ保険掛金
（ 中学生以下 800 円および高校生以上 64 歳以下

1,850 円、65 歳以上 1,200 円）
【ケガ・事故】教室において発生したケガ・
事故について、スポーツ安全保険で保障さ
れる以外の責任は負いかねますので、ご了
承ください。

【申込方法】  氏名・保護者名・年齢（学年）・
電話番号・勤務先（学校名）等を下記まで
お申し込みください。
問・申 生涯学習課スポーツ推進室内
　　　行方市体育協会事務局
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

パソコン・スマホ操作
困りごと無料相談

　パソコン・スマホ操作、
書類作成などご相談ください。
▶電話受付　平日 9：00 ～ 19：00
▶相談時間　１時間（日時は電話で相談）
▶資料代等　2,000 円
※ 事前に電話での相談日時打ち合わせが必要です。

問・申 行方幕府　☎０２９１－３５－４３２１
　　  〒 311-1724　行方市小貫 30-2

☆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。

「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

行方市主催

 サークル婚
　  ～サイクリング編～
　男女の出会いの場を行方市が提供します。サークル
活動を通して気軽に仲間づくり・友達づくり（恋愛）
をしてみませんか？
日時　２月７日（日）10：00 ～ 15：30
場所　霞ヶ浦ふれあいランド
対象　 おおむね 30 歳代の独身男女各３人程度（市内

在住もしくは在勤）
　　　※応募者多数の場合は抽選
受付期間　12 月１日（火）～ 12 月 25 日（金）
申込方法　 下のＱＲコードからお申し込みください。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、日程等を変更する

場合があります。

問   企画政策課（麻生庁舎）
　 ☎０２９９－７２－０８１１

広告募集
「市報なめがた」へ
広告を掲載しませんか
市では「市報なめがた」に有料広告
を掲載される方を募集しています。
詳しくは情報政策課（麻生庁舎）まで。

☎ 0299-72-0811
FAX0299-72-1537

受付
広告原稿提出
（発行１カ月前）

↓
広告掲載内容審査

↓
広告掲載決定

↓
掲載発行

　条例（※）で登録が義務付けられ「いばらきアマビエちゃん」にご登録いただいた事業者
の方に、感染症対策経費として協力金を支給しています。
　申請期限が 12 月 31 日（木）となっていますので、期限までに申請をお願いします。

（※） 茨城県新型コロナウイルス感染症の発生の予防又はまん延の防止と社会経済活動との両立
を図るための措置を定める条例（令和２年 10 月２日施行）

▶支給額　　１事業者あたり３万円（対象事業所を複数有する場合は６万円）
▶申請期限　12 月 31 日（木）
▶申請方法　書面申請またはオンライン申請
　　　　　　【郵送先】〒 310-8555 茨城県水戸市笠原町 978-6
　　　　　　　　　　　茨城県アマビエちゃん協力金審査デスク　宛
　　　　　　　　　　　※簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
　　　　　　【オンライン申請】
　　　　　　　▶こちらから申請できます

問 いばらきアマビエちゃんヘルプデスク（茨城県産業戦略部中小企業課）
　 ☎０２９－３０１－５４７２（平日 9：00 ～ 17：00）
　 協力金に関する茨城県ホームページ
　 URL  https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chusho/shogyo/

amabiekyouryokukin.html

茨城県内の事業者の方へ
いばらきアマビエちゃん事業者登録協力金を支給します


