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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。

掲載事業は、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あります。事前にお問い合わせください。

不動産鑑定士による不動産無料相談会

　不動産鑑定士が、不動産の価格などのご相
談に無料でお答えします。
▼日時
『水戸会場』　10月 11日（月）
『日立会場』　10月 12日（火）
『土浦会場』　10月 13日（水）
各会場開催時間	 10:00 ～ 12:00
	 	 	 13:00 ～ 16:00
※お一人様 1時間程度

▼場所
『水戸会場』
茨城県開発公社 1階中会議室
水戸市笠原町 978-25
『日立会場』
日立シビックセンター 5階 501号室
日立市幸町 1-21-1
『土浦会場』
県南生涯学習センター 5階小講座室 1
土浦市大和町 9-1

▼申し込み方法
新型コロナウイルスの感染を防止するた
め、相談時間につきましては、お一人様 1
時間程度の完全予約制とさせていただき
ます。
ご相談を希望される方は、お手数ですが
下記お問い合わせ先までお電話ください。
予約受け付けは 10 月 4日（月）17:00
までとさせていただきます。

▼注意事項
新型コロナウイルスの感染拡大による緊
急事態宣言が発令された場合には、相談
会の開催を中止します。
まん延防止等重点措置の発令に関しては、
原則開催を予定してますが、最終的な開
催可否の判断につきましては、9月中旬
ごろですので何とぞご了承くださいます
ようお願いします。

問・申	 一般社団法人
	 茨城県不動産鑑定士協会
	 ☎　　029-246-1222
	 FAX　029-246-1221
	 平日 9:00 ～ 17:00

▼日時
10 月 30日（土）　10:00 ～ 16:00

▼相談内容
成年後見・遺言・相続等

▼方法
電話による相談（30分）【予約不要】
フリーダイヤルの 2回線
① 0120-187-643　② 0120-187-745

▼その他
当日の相談件数により、電話がつながり
づらくなる時間帯が生じる可能性があり
ます。

問・申	（公社）成年後見センター
	 リーガルサポート茨城支部　
	 ☎ 029-302-3166

　自動車や各種機械の燃料として使用され
る軽油の購入代金には、軽油引取税という地
方（県）税が含まれており、皆さまの暮らし
を支える貴重な財源となっています。
　灯油や重油等をそのままディーゼル車の
燃料として使用したり、これらと混和した軽
油を使用することは、軽油取引税を免れるた
めの脱税行為であり、悪質な犯罪です。
　また、不良燃料の使用は、不完全燃焼を起
こし、故障の原因となるだけでなく、その排
気ガスによって地域の皆さまに迷惑をかけ、
環境にも悪い影響を与えます。
　豊かな自然環境を守り、住みよい郷土をつ
くるためにも、正しい軽油を使いましょう。
　詳しくは、県税事務所にお尋ねください。
　その他、不正軽油に関する情報について
も、県税事務所までお寄せください。
問　茨城県行方県税事務所　課税第一課
　　☎ 0299-72-0483

正しい軽油を使いましょう
　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ひとり暮らし世帯
②世帯構成員が全て障害のある世帯
（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、子が
　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種類とする。
①草抜き②草刈り
　家の出入りするところのみ
③窓ガラス掃除
　1階の外側
④障子張り
　4枚（日常生活している居間の障子）
⑤網戸の張替え
　4枚
⑥廃棄物の処理
　不要品を美化センターに持っていきます。
　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。

▼申し込み方法
社会福祉協議会へ「住所」・「電話番号」・
「氏名」・「希望するサービス」を電話また
は FAX・郵送にてお申し込みください。

▼申込期限
11 月 12日（金）

問・申　行方市社会福祉協議会
	 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
	 行方市麻生 2744-23
	 ☎	 0299-80-6661
	 FAX	 0299-80-6662

歳末たすけあい事業

里親を必要としている子どもたちがいます
　あなたも里親になりませんか

里親制度とは・・・
　里親制度は、さまざまな事情により家庭で
生活できないお子さんを、里親さんの家庭に
おいて、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中で
養育していただく制度の事です。茨城県では、
子どもたちの健やかな成長のために、里親制
度を積極的に推進しており、里親になっていた
だける方を広く募集しています。里親に関心が
ある方はご連絡ください。
　里親制度説明会が下記のとおり開催されま
す。どなたでも参加は無料です。
▼日時
10月31日（日）14:00 ～16:00
※受け付け開始は13:30から

▼場所
茨城県鹿行生涯学習センター
（レイクエコー）行方市宇崎1389
▼内容
里親制度説明、里親の体験談等
※申し込み多数の場合は、先着30人とし
　ます。

問　児童家庭支援センターあいびー
　　里親リクルーター　☎ 029-291-3770

　相続や許認可申請の悩み事など、お気軽に
ご相談ください
▼期日および場所
10 月 16日（土）
麻生公民館　2F
10月 30日（土）
天王崎観光交流センター　コテラス　2F

▼時間
13:00 ～ 15:30

問・申	 行政書士　阿部孝太郎
	 ☎ 090-2630-2530

行政書士会鹿行支部
無料相談会

刈り払い機作業スタッフ講習

　この講習会は、厚生労働省茨城労働局の委
託を受けて実施するもので、高齢者の就業を
支援します。
▼日時
12 月 8日（水）～ 12月 9日（木）2日間
9:00 ～ 16:30

▼会場
鹿嶋勤労文化会館 /北海浜多目的球技場

▼講習内容
刈り払い機の基本と技能を学びます。
「労働安全衛生特別教育終了証」を発行し
ます。

▼対象者
①満 60歳以上で、シルバー会員になって
　就業できる方
②職種転換希望または 1年間未就業のシ
　ルバー会員の方
③全日程参加可能な方
※講習は、シルバー人材センターの会員
　になって就業できる方が対象です。

▼定員
10 人

▼受講料
無料

▼申し込み方法
シルバー人材センター窓口で所定の申込
書で受け付け

▼申込期限
11 月 22日（月）

問・申	 行方市シルバー人材センター
	 ☎ 0299-80-6818

鹿島産業技術専門学院
第二種電気工事士受験対策（技能）B講座
▼期日

11 月 29 日（月）、30 日（火）、12 月 2
日（木）、6 日（月）、7 日（火）、9 日（木）

▼時間
18:00 ～ 21:00（6 日間・計 18 時間）

▼場所
茨城県立鹿島産業技術専門学院

▼内容
第二種電気工事士（技能）
受験対策・練習問題解説

▼持ち物
試験で使う工具等

▼定員
10 人（抽選）

▼受講料
3,040 円（テキスト代含む）

▼応募期間
10 月 4 日（月）～ 10 月 27 日（水）必着

▼申し込み方法
①インターネット
学院ホームページ「電子申請」から、必
要事項を入力してください。
入力の際、申込者のメールアドレスが必
要になります。
②郵送
学院ホームページから「受講申請書」を
ダウンロードし、必要事項を記入の上、
84円切手を同封し、当学院に送付ください。
※詳しくは、学院ホームページをご覧ください。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院
 鹿嶋市林 572-1
 ☎ 0299-69-1171
 FAX 0299-69-6455
 URL https://www.pref.ibaraki. 
 jp/shokorodo/kasansen/  
 kunren/index.html

成年後見無料電話相談



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　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 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。

いばらき出会いサポートセンター
『出張相談（登録）会 in 行方』

　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、県が労働団
体と共同で設立した団体です。センターでは、
下記により出張結婚相談会を開催します。
▼期日
10 月 16日（土）

▼時間
10:30 ～ 16:00

▼場所
行方市情報交流センターホール・小会議室
(行方市麻生 1570-1)

○出張相談
　結婚の相談を希望する独身の方や、ご家族
など、どなたからの相談にも対応します。相
談は無料です。予約制ではありませんので、
お気軽においでください。
○出張登録
　当センターの入会登録手続きが行えます。
事前登録が必要です。
　当センターホームページから入会申し込み
と、来所予約（出張登録会）を行ってください。
※新型コロナウイルス感染拡大により、中止
または延期になる場合もあります。
茨城のハッピーな出会いと結婚、であイバが
応援します！
問・申　鹿行センター (神栖市 )
	 ☎ 0299-92-8888
	 水戸センター
	 ☎ 029-224-8888
	 URL	https://www.ibccnet.com

　♥	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・申	 事業推進課（情報交流センター）
	 ☎ 0299-72-0811

　茨城県立鹿島特別支援学校では、以下の内
容で学校公開を行っております。
▼校外での公開

行事 内容

レイクエコー
フェスティバル

10 月 24 日（日）に鹿
行生涯学習センターで、
高等部作業製品の販売と
児童生徒の作品展示を行
います。

児童生徒作品展
示

10 月 22 日（金）～ 11
月 30 日（火）で、小学
部の図画工作作品、中等
部、高等部の作業学習製
品を鹿行生涯学習セン
ターで展示します。

▼本校ホームページでの公開
行事 内容

避難訓練・
非常食体験

本校の防災に係る取り組
みを紹介します。

マナーアップ
キャンペーン

あいさつ運動や清掃活動
等の各学部の取り組みを
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

本校での「自立活動」の授
業について紹介します。

交流および共同
学習

居住地校交流と学校間交
流の取り組みを紹介しま
す。

教材・教具展

授業等で使用している教
材・教具を紹介します。特
別支援学校では、児童生徒
一人一人に合った教員手
作りの教材・教具やアプリ
の活用をしています。

部活動、放課後
活動

本校の部活動、放課後活動
の取り組みを紹介します。

学校保健活動の
取り組み

本校児童生徒の健康課題、
給食指導内容、保護者から
の質問・回答、職員による
救急救命講習の様子など
を紹介します。

PTA行事
親子ウォーキン
グ

10 月 30 日（土）に行わ
れる PTA 行事での活動の
様子を紹介します。

問　茨城県立鹿島特別支援学校
　　☎　　0299-82-7700
　　FAX　0299-84-1576
　　HP	https://www.kashima-sn.ibk.ed.jp/

茨城県立鹿島特別支援学校　学校公開

◀いばらき出会い
サポートセンター
公式ホームページ

市内在住、在勤の独身者対象
『オンライン婚活セミナー』

　オンライン (Zoom) での婚活セミナーに
参加して内面の魅力をアップさせましょう！
▼日時
10 月 22日・29日・11月 5日・12日
（毎週金曜日 19：00～）全 4回
▼講座内容
第１回　ネガティブ思考から抜け出す方法
第２回　恋愛における自分の役割を知る
第３回　魅力を伝えるプレゼン力
第４回　お互いの価値観の違いについて知る
▼参加費
無料
▼申し込み方法
ＱＲコードより申し込み
フォームにアクセスして
お申し込みください。▶
▼申込期間
10 月 4日（月）～ 10月 15日（金）
問・申	 事業推進課（情報交流センター）
	 ☎ 0299-72-0811

改正労働基準法・労働安全衛生法

　事業者・労働者の皆さまへ
「改正労働基準法・労働安全衛生法」で活力
のある会社を実現しましょう！
▼ポイント
【残業の上限規制】
　残業（時間外労働）とは、１日８時間。
　１週 40時間（原則、特例事業場は週　
　44時間）を超える労働のことで、労使
　協定（いわゆる 36協定）を締結し、所
　轄労働基準監督署に届け出る必要があ
　ります。
　今般、残業（時間外労働）時間の上限
　が法制化され、月 45 時間、年間 360
　時間以内を原則とし、特別で臨時的な
　仕事が発生した場合（年間 6カ月間ま
　で）でも、年間 720 時間、2～ 6月平
　均 80時間（休日労働と合わせて）、１
　カ月 100 時間（休日労働と合わせて）
　未満で協定していただくこととなりま
　した。
　（ただし、建設事業、自動車運転業務、
　医師は 2024 年 3月 31 日まで猶予、　
　新技術・新商品または役務の研究開発
　業務は適用除外となっております）
【年休の確実な取得】
　年次有給休暇が 10日以上付与される労
　働者には、年休を与えた日から１年以
　内に５日の年休を時季を指定して取得
　させることが必要です。
　なお、この年休には半日休暇は含まれ
　ますが、時間単位の年休は含まれませ
　ん。
【過重な長時間労働による健康障害防止措
置の強化】
　時間外休日労働が 1月あたり 80時間
　を超え、本人の申し出がある場合は、　
　医師による面接指導を実施し、また、
　これ以外でも一定の場合は、面接指導
　やその他準じる措置を講じるよう努め
　る必要があります。
　このため、事業者は労働時間の状況を
　把握し、時間外・休日労働が１月あた
　り 80時間を超える労働者について労働
　者本人および産業医に労働時間等の情
　報を通知する必要があります。
問　鹿嶋労働基準監督署
　　☎ 0299-83-8461

　白十字看護専門学校の看護学生を下記の
内容で募集します。
▼日時・試験内容
①推薦入学試験　10月 23日（土）
　国語（現代文）・数学Ⅰ・面接
②社会人入試　12月 4日（土）
　国数総合・面接
③一般入学試験（第Ⅰ期）令和 4年 1月 15日（土）
　国数総合・面接
④一般入学試験（第Ⅱ期）令和4年2月5日（土）
　国数総合・面接

▼修業年限
3 年（全日制）

▼定員
1 学年定員　40人（予定）

▼取得資格
看護師国家資格

問　白十字看護専門学校
　　☎ 0299-92-3891
　　FAX0299-93-1085
　　HP	https://www.hakukan.ac.jp/

看護学生募集

茨城県行政書士会
各種無料相談会

《	面談による無料相談会	》
▼期日
10 月 16日（土）

▼時間
13:00 ～ 15:30

▼場所
麻生公民館 2階	研修室

▼内容
茨城県内の行政書士が、面談により、遺言、
相続、各種許認可等の行政手続きに関す
る相談に直接お答えします。

《	電話による無料相談	》
▼期日
毎週木曜日（祝日を除く）

▼時間
13:30 ～ 16:30

▼相談受け付け電話番号
029-305-3731

▼内容
遺言、相続、各種許認可等の行政手続き
相談など、暮らしと役所の諸手続きに関
する相談に、茨城県内の行政書士が電話
でお答えします。

問・申	 茨城県行政書士会事務局
	 水戸市笠原町 978-25
	 茨城県開発公社ビル 5階
	 ☎	029-305-3731

▼日時
11 月 9日（火）　13:30 ～ 15:30

▼場所
鹿嶋勤労文化会　鹿嶋市宮中 325-1

▼対象者
仕事をお探しの方　※学生の方は除く

▼持ち物
履歴書　※余分にお持ちください。

問　鹿行地区就職支援センター
　　☎ 0291-34-2061

元気いばらき就職面接会（鹿嶋会場）

　多くの企業の採用担当者と直接お話ができる貴重な機会です。お気軽に参加してください。

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。


