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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。

▶上映作品　「ある町の高い煙突」
　茨城県日立鉱山の奇跡「日立の大煙突と桜
並木」に秘められた“感動実話”を映画化し
た作品です。ぜひご鑑賞ください。
▶期日　３月６日（土）
▶時間　13：00開場　14：00上映
▶場所　市文化会館
▶入場料　500円
　※チケット販売　１月６日（水）～
▶販売場所　�生涯学習課（北浦庁舎２階）・

北浦公民館・麻生公民館・玉造
公民館

※�新型コロナウイルス感染症対策のため、検温、マ
スク着用、手指消毒、間隔を空けての座席利用等
をお願いします。また、感染拡大の状況により中
止となる場合がございます。予めご了承ください。
問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

市制施行 15 周年記念
芸術鑑賞のつどい　映画上映

　110 番は、事件や事故にあったり、見た
ときに、警察に対して緊急の通報をするため
の手段です。携帯電話からも 110 番通報が
できます。
　聴覚・言語に障害のある方の 110 番につ
いては「対話式メール 110番」「FAX110番」
という手段もあります。
■対話式メール 110番
　　　　　　　　　http://ibaraki110.jp/
■ FAX110 番
　　　　♯ 7412または☎ 029-301-6110
　緊急の事件・事故ではないが、警察に相談
したい場合は「警察相談ダイヤル」をご利用
ください。
■相談専用ダイヤル　♯ 9110
問�行方警察署　☎０２９９－７２－０１１０

1 月 10 日は「110 番」の日です
～ 安心を つなぐダイヤル 110 番 ～

　なめがた応援チケット「行方市プレミアム
付商品券」の利用期間は、１月 31日（日）
となっています。
　期間を過ぎた商品券は無効となりますの
で、まだ使用されていない商品券をお持ちの
方は忘れずに期間内にご使用ください。
問�商工観光課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

なめがた応援チケット「行方市プレミアム付商品券」
利用期間のお知らせ

　大会事務局では、大会スタッフと一緒に大
会運営のお手伝いをしていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。ご協力い
ただける方は事務局までお申し込みください。
▶期日　３月 14日（日）5：00スタート
▶従事内容
　○�先導、最後尾、AED（自転車で 100km
安定して走行できる方）…30人程度

　○�給水所（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、
鉾田市）…70人程度

　○�警備誘導（鹿嶋市、潮来市、神栖市、行
方市、鉾田市）…50人程度

※�ボランティア活動場所・内容については、
大会事務局で決定します。
▶従事時間　�4：00 ～ 20：00 のうち、担

当業務により従事時間が異な
ります。

▶応募資格　19歳以上
　※�企業・団体等での申し込みも受け付けて
います。

▶支給品　スタッフジャンパー、弁当
▶申込方法　�大会公式ホームページから申

込書をダウンロードし、郵送、
FAX、Eメールもしくは直接事
務局へお持ちください。

▶申込期限　１月 20日（水）
▶その他
　・�65 歳以上の方、基礎疾患を有する方の
参加については、新型コロナウイルス等
に感染した場合、重症化するリスクが高
くなる可能性があることを理解した上
でお申し込みください。

　・�傷害保険に一括加入します（個人負担は
ありませんが、保険の適用範囲は契約内
容に基づくものとします）。

　・�前回ボランティア登録をした方も、意思確
認のため、再度申込書をご提出ください。

問��茨城 100 ｋウルトラマラソン実行委員会
事務局（北浦庁舎　商工観光課）

　☎　�０２９１－３５－２１１１
　FAX�０２９１－３５－３２５８
　 E-mail name-kanko@city.namegata.lg.jp

第３回茨城 100k ウルトラマラソン in 鹿行
ボランティアスタッフ募集

　茨城郷土部隊史料保存会では、戦争に関す
る貴重な史料の散逸を防ぐとともに、収集・
保存や展示することによって後世に継承し、
戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供
しています。
　旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料
をお持ちの方は、下記までご連絡をお願い
します。
問�茨城郷土部隊史料保存会
　�大高　☎・ FAX �０２９－２５４ー３５２０

旧陸海軍の史料収集のお知らせ

　水戸藩９代藩主徳川斉昭によって創設さ
れ、日本遺産にも認定された弘道館と偕楽園
は、斉昭の独創性が発揮された、他に類を見
ない施設です。斉昭に関する資料を交えて、
その特色を紹介します。
▶開催期間　１月 31日（日）まで
　※休館日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　　　　年末年始（12月29日（火）～１月１日（金））
▶時間　9：30～ 17：00（入館は 16：30まで）
▶入館料　�一般350円、満70歳以上170円、

大学生 180円、高校生以下無料
問�茨城県立歴史館
　（水戸市緑町 2-1-15）
　�☎０２９－２２５－４４２５

茨城県立歴史館　企画展３（アーカイブズ展）
徳川斉昭と弘道館・偕楽園

▶斉昭肖像画写真（茨城県立歴史館蔵）

　英国の新聞で 21年間連載され人気を呼ん
だ「ムーミンコミックス」のマンガ原画やス
ケッチ等 280余点を日本初公開。
▶期間　１月 16日（土）～３月 14日（日）
　　　　休館日：�１月 18日（月）、１月 25日（月）、
　　　　　　　　２月１日（月）、２月８日（月）
▶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1,210 円、満 70歳以上 600円��他
※�２月 20日（土）は満 70歳以上の方は入場無料
※�土曜日は高校生以下入場無料
★予約優先制
　入場はオンラインで「日時指定 WEB 整理券」

（無料）を取得された方が優先となります。
問�茨城県近代美術館
　☎０２９－２４３－５１１１

茨城県近代美術館　企画展
「ムーミン コミックス展」

▲ラルス・ヤンソン「10個のブタの貯金箱」原画（1975年）
©Moomin�Characters™

　一度手続きすると、自動車税（軽自動車を
除く）納付のために金融機関に出向く必要が
無く、新しく自動車を取得したときも再度申
し込みの手続きは必要ありません。
　預金口座のある県内の金融機関に口座の
届出印をお持ちいただき、備え付けの申込用
紙にご記入いただくことで簡単に手続きす
ることができます（一部金融機関を除く）。
※�令和３年２月末までにお申し込みいただく
と、令和３年度の自動車税から口座引落にな
ります。

問�茨城県行方県税事務所　管理係
　☎０２９９－７２ー００４１

便利な自動車税（種別割）の口座振替
をご利用ください

　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。皆さまのご理解、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

　交通事故の損害賠償や示談の進め方など
でお困りのことがありましたら、お気軽にご
相談ください。相談は無料です。
　また、弁護士相談（事前予約制）も行って
います。
◆中央交通事故相談所
　（水戸市柵町 1-3-1 水戸合同庁舎内）

　☎０２９－２３３－５６２１
◆鹿行地方交通事故相談所
　（鉾田市鉾田 1367-3 鉾田合同庁舎内）

　☎０２９１－３３－６２２２
　※�水、金曜のみ開所（月、火、木曜は中央

事故相談所へ自動転送）
◆県南地方交通事故相談所
　（土浦市真鍋 5-17-26 土浦合同庁舎内）

　☎０２９－８２３－１１２３　※火曜閉所
◆県西地方交通事故相談所
　（筑西市二木成 615筑西合同庁舎内）

　☎０２９６－２４－９１１２　※木曜閉所
▶相談時間
　平日9：00～ 12：00/13：00～ 16：45
　（土・日・祝日、年末年始除く）
問�茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室
　☎０２９－３０１ー２８４２

交通事故相談所のご案内



　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　１月 23日（土）14：00～ 16：00
▶場所　�行方市情報交流センター
▶募集人数　６組
▶申込方法　�下記までご連絡ください。
▶申込締切　１月 15日（金）
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。参加される皆さまにお
かれましては、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、よろしくお願い申し上げます。
※収録は、無観客で行います。

なめテレ　番組出演者募集！
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

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

　市民のスポーツ・レクリエーション活動を
推進するため、市立小・中学校体育施設を開
放しています。令和３年度の利用を希望され
る団体は、下記によりお申込みください。
　なお、令和３年度より施設使用料金の納付
が必要となりますのでご理解のほどよろしく
お願いします。
▶利用対象　�スポーツ安全協会障害保険ま

たは同等の保険に加入してい
る団体

▶開放施設　�市立小・中学校の体育館および
グラウンド、旧津澄小体育館

▶開放時間
開放日 開放時間

土・日曜、祝日等 8：30～ 22：00
平日 18：00～ 22：00

※ 12月 28日～１月４日は開放しません。
※�学校行事等により、利用できない期間があ
ります。
▶申込締切　１月 31日（日）
▶申込方法　北浦運動場
　※�申請書は北浦運動場に備えてあります
（FAXによる提出は不可）。

▶使用料金
施設の区分 使用料

（１時間当たり） 備考

体育館（全面） 400円
体育館（半面） 200円

グラウンド 200円
照明を使用した場合は、
1時間当たり 400円を
加算する。

野球場 200円
※�利用調整会議を２月 10 日（水）19：00
から、北浦公民館１階講義室で開催します。
団体の代表者は出席をお願いします。

問�北浦運動場　☎０２９１－３５－２１２０

小・中学校体育施設の
開放受付を開始します

「かしま灘楽習塾」
生涯学習　第 16 期塾生募集

♪行方市民の皆さんも
一緒に楽しみながら学びませんか♪

▶期間　令和３年４月～令和４年３月（１年間）
▶内容　�詳細は、鹿嶋市まちづくり市民セン

ター・鹿嶋市役所社会教育課・大野
ふれあいセンターなどにあるパンフ
レットまたはホームページをご覧く
ださい。

▶場所　鹿嶋市まちづくり市民センター
▶費用　月１回講座　��6,500 円 / 年
　　　　月２回講座　12,000円 /年
　　　　※その他経費は実費
▶申込期間　�１月 12日（火）

～２月 21日（日）正午
塾生による華やかな作品展
（第15期成果発表展）

　▶期間　�１月 19日（火）～２月 21日（日）
までの５週間で、毎週火曜から
日曜の週替わり

　▶時間　火曜日　　　13：00～ 16：00
　　　　　水～土曜日　10：00～ 16：00
　　　　　日曜日　　　10：00～ 15：00
問・申���かしま灘楽習塾事務局（鹿嶋市まちづ

くり市民センター内）
�☎０２９９－８５－２６０１（火～金 9：00 ～16：00）
　 URL �http://www.nadajuku.com

▶受験資格　�中学校を卒業した者（卒業見込
み者を含む）

▶受験料　10,000 円
▶出願期限　１月 15日（金）
　　　　　　※郵送の場合は必着
▶入学試験　１月 20日（水）
▶試験科目　数学・国語・作文・面接
※詳細は、お問い合わせください。
問・申���鹿島医師会附属准看護学院
　　　☎０２９９－８２－７２７８

鹿島医師会附属准看護学院
１次募集のお知らせ

　茨城県内で働く労働者とその使用者に適
用される最低賃金が、下表のとおり改正され
ました。

最低賃金名 時間額 効力発生日

茨城県最低賃金 851 円 令和２年 10月１日

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

鉄鋼業 945 円

令和２年12月 31日

はん用機械器具、
生産用機械器具、
業務用機械器具製
造業

907 円

計量器・測定器・
分析機器・試験機・
理化学機械器具、医
療用機械器具・医
療用品、光学機械
器具・レンズ、電
子部品・デバイス・
電子回路、電気機
械器具、情報通信
機械器具、時計・
同部分品製造業

904 円

各種商品小売業 874 円

　労使双方が合意した上で「最低賃金額」未
満の賃金で労働契約を結んでも、法律により
その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約し
たものとみなされます。
問�茨城労働局賃金室　☎０２９－２２４－６２１６
　��または最寄りの労働基準監督署

茨城県最低賃金と
茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

司法書士による
全国一斉生活保護相談会

　茨城青年司法書士協議会と全国青年司法
書士協議会では、生活保護に関する電話相
談会を開催します。
▶期日　１月24日（日）10：00～ 16：00
▶電話番号　０１２０－０５２－０８８
　　　　　　　　（フリーダイヤル）
※予約不要・相談無料・秘密厳守
問�茨城青年司法書士協議会（担当：近藤）
　�☎０２９－８８６－５９０８

▶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。

　月に２日程度の通学で学べる通信制
　（単位制）！
▶受付期間
○一般入学（新入学）
　３月 11日（木）～３月 23日（火）
　　※土・日・祝日を除く 9：00～ 17：00
○編入学・転入学
　３月４日（木）～３月９日（火）
　　※土・日を除く 9：00～ 16：00
▶応募資格
○�一般入学は、中学校もしくはこれに準ず
る学校を卒業または令和３年３月卒業見
込みの者
○�編入学は、高校等に在籍していたが、現
在退学していて、18単位以上を修得して
いる者
○�転入学は、現在高校に在籍していて、令
和３年３月 31日までに 18単位以上修得
する見込みのある者。進路変更、一家転
住などやむを得ない事由があると認めら
れる者（ただし、いずれも茨城県内に住
所を有する者または茨城県の隣接県内に
住所を有し、茨城県内に勤務地がある者）
▶出願方法　�出願書類は直接、本校窓口へ

提出してください。
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問�茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　〒 310-0804 水戸市白梅 2-10-10
　☎０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）
　☎０２９－２４７－６１７３（事務室）
　 URL �http://www.mitominami-h.ibk.

ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
令和３年度　生徒募集

なめがたエリアテレビが放送した番組の一部を、パソコンや
スマートフォン、タブレット等に無料で配信する動画配信
サービス「なめテレオンデマンド」。
見逃してしまった番組や、もう一度見たい過去に放送した番
組を、いつでも好きな時間に視聴することができます。
※インターネットへの回線接続費および通信料は各自負担となります。


