
『子どもを思う勉強会』

自動車盗難の増加について

水稲病害虫防除を実施します

鹿行手話奉仕員養成講座を開催します

最低賃金法が平成20年７月1日
から改正されます

上級救命講習会のお知らせ

霞ヶ浦導水事業についての事業説明会

食物取扱い従事者の
健康診断を実施します　平成20年作水稲病害虫防除のための無人ヘ

リコプターによる農薬空中散布を下記のとお

り実施しますので、ご協力お願いいたします。

日程　麻生地区　7月22日(火)・7月23日(水)

　　　玉造地区　7月27日(日)・7月28日(月)

　　　北浦地区　7月31日(木)・8月010日(金)

※天候等により実施日は変更する場合があ

ります。

時間　午前4時～午前11時 (予定)

※不明な点やご質問等ありましたらお問い

合わせください。

　　農林水産課 (北浦庁舎)

　　☎ 0291ー35ー2111

　行方警察署管内において自動車や油圧ショ

ベルなどの建設重機を盗む窃盗事件が急増し

ているのでご注意ください。

　５月末現在で認知している自動車窃盗の数

は25件で、前年同期比＋７件と増加傾向にあ

ります。事件を分析すると・・

　発生地域別

　　行方市　13件　　潮来市　12件

　車種別

　　乗 用 車 09件 (行方市2件・潮来市7件)

　　トラック 12件 (行方市7件・潮来市5件)

　　建設重機 04件 (行方市4件・潮来市0件)

という発生状況です。

被害の場所は、自宅やアパートの駐車場の他、

ディーラーの展示場、会社の敷地内や資材置

き場、工事現場など様々です。

　警察署では、被害に遭いそうな場所への警

戒などを実施しておりますが、車両の完全施

錠はもとより、トラックや建設重機であれば

駐車場や会社敷地内の門扉施錠と併せ、出入

口に障害物などを設置して外部搬出妨害措置

など自主防犯対策もお願いします。

日　時　7月26日(土)「なぜ不登校に」

　　　　9月27日(土)「大人、社会のできること｣

　　　　両日とも午後1時～午後3時

定　員　各30名 (事前申込が必要となります)

助言者　会田光子 (スクールカウンセラー)

会　場　つくば開成高等学校 (鹿嶋校)

　・　　つくば開成高等学校鹿嶋学習センター

　　　　☎ 0299ー84ー0220

　　　　■ 0299ー82ー3200

　主な改正内容は次のとおりです。

①地域別最低賃金の決定は、生活保護の施策

との整合性に配慮することとなります。

②地域別最低賃金の不払の罰金の上限が50万

円、産業別最低賃金の不払の罰金の上限が

30万円になります。

③最低賃金の適用除外制度が廃止され、最低

賃金の減額特例制度が新設されます。適用

除外の許可を受けている場合には、平成21

年６月30日までに減額特例の許可の申請を

して許可を受けてください。

④派遣労働者は派遣先の地域 (産業) の最低賃

金が適用されます。

⑤労働者は最低賃金法の違反を申告できます。

使用者は申告したことを理由として、申告

した労働者を解雇などの不利益な取り扱い

をしてはなりません。

　　茨城労働局　☎ 029－224－6216

　手話によるコミュニケーションの技術及び

聴覚障害の関連知識を習得します。

実施団体　鹿行手話奉仕員養成委員会

会　　場　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　　鹿嶋市宮中4631－1

　　　　　　☎ 0299－83－1551

　　　　　　　 0299－83－1553

対 象 者

　①入門コース　手話学習を希望する初心者

　　　　　　　　（高校生以上）

②基礎コース　2007年度入門コースを修了

した方・手話の基礎がある

程度できている方（高校生

以上）

受 講 料　4,000円 (別途テキスト代)

申込方法　各コース共、受講当日、お申込下

さい（事前の申込は行いません）

　　鹿行手話奉仕員養成委員会

　　鹿嶋市宮中2383-2　　 0299－82－1379

対 象 者　鉾田保健所管内飲食物取扱い従事者

検査機関　㈶茨城県総合健診協会

検査料金　１検体　600円

　　　　　Ｏ157 検査希望の場合は 800円

※料金は、総合健診協会職員が徴収

実施方法　①容器配布　保健所にて容器等配布

　　　　　②回収　日程及び場所上記のとおり

　　鉾田食品衛生協会 (鉾田保健所内)

　　☎ 0291－33－2158

　成人、小児、乳児を対象にした心肺蘇生法

・ＡＥＤの使用方法その他の応急手当を習得

できます。

日　　時　9月7日(日)　午前９時受付開始

　　　　　午前９時30分～午後６時30分

会　　場　北浦公民館２階会議室

定　　員　15名

費　　用　無料

・食事は各自ご用意ください。

・軽装 (運動のできる服装) でお越しください。

・筆記用具をご持参ください。

・技能取得受講者には修了証を渡します。

申込締切　８月３日(日)

　・　　消防本部警防課　☎ 0291－34－8119

　　　　メールでも受付でおります。

　　　　　 Rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

期　日　７月25日(金)

時　間　午後６時30分～午後８時

　　　　（受付は午後６時から）

場　所　北浦公民館２階会議室

対　象　市内在住・在勤の方

　　　　（会場の都合上100名）

内　容　霞ヶ浦の現状、霞ヶ浦導水事業の概

要など

　　国土交通省霞ヶ浦河川工事事務所

　　☎ 0299ー63ー2417

※事前に市企画課または、霞ヶ浦河川事務所

に申込み下さい。
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お知らせ版お知らせ版

問 申

問

問

問

問

問

問

申

午後７時～９時

午後７時～９時

時 間

5/17～2月中旬
毎月土曜日3回位

5/17～2月中旬
毎月土曜日3回位

開始年月日

基　礎
30回

入　門
30回

コース

午前10時
　　～11時30分

午後1時30分
 　　～2時30分

午後1時30分
 　　～2時30分

時 間

行方市
麻生商工会

行方市
玉造商工会

行方市
北浦商工会

場 所

7月15日(火)

７月8日(火)

実施日

日時及び場所

霞ヶ浦ふれあいランド

お 知 ら せ

○『ふれあい七夕まつり』出品募集
　霞ヶ浦ふれあいランドでは、8月1日(金)
～7日(木) まで開催する「ふれあい七夕ま
つり」に七夕飾りを出品して頂ける団体を
募集します。
◇作品の搬入　７月29日(火)～31日(木)
◇展示期間　８月010日(金)～070日(木)
◇展示場所　ふれあいランド敷地内 (屋外)
※飾りつけの竹は、当方で用意いたします。

雨が降っても落ちにくく、切れにくいも
ので飾りつけをお願いいたします。

○夏休みの霞ヶ浦、なんでも相談室
　夏休みの自由研究などで霞ヶ浦を勉強し
ようとしている君たちに、｢ふれあいランド｣
がお手伝いをさせていただきます。
◇相談日　7月29日・8月5日・12日・19日
　　　　　・26日の各火曜日
◇対象者　小学生 (霞ヶ浦ふれあいランド入館者)
（毎年、利用者が多いため、事前にふれあ

いランドまでお申し込みください。）

○虹の塔ギャラリーにて展示会を開催
　水墨画展　6月6日(金)～7月13日(日) まで
　絵手紙展　7月16日(水)～8月7日(木) まで

○レンタサイクルご利用のご案内
◇時間　午前9時30分～午後4時30分
◇料金　無料 (霞ヶ浦ふれあいランド入館者のみ)
◇台数　20台（ＭＴＢ大人用７台・子ども

用６台・シティサイクル大
人用４台・子ども用３台）

　　　　　　　☎0299－55－3927
入館料　大人 600円　子供 300円
　　　　（20名以上、団体割引あり）
開館時間　午前９時30分～午後４時30分
休館日　月曜日 (月曜日が祝日の場合は翌日)
７月19日(土)から８月末日までの夏休み期間
中は休まず開館いたします。また、期間中
の土曜日、日曜日及び８月13日(水)～15日(金)
については開館時間を延長し、午前９時か
ら午後５時30分まで営業いたします。

楽しいイベントいっぱい！
遊びにきてね！

○第13回特別企画展
　　　「身近な魚　ドジョウの世界」
　霞ヶ浦北浦の魚の中でもドジョウは、私
たちにとって昔から馴染みの大変親しみの
ある魚です。今回このドジョウを多面的に
見ていただくことで、病める湖の水環境等
の改善への糸口をみんなで考えて行きたく
企画をいたしました。
◇期　間　７月１日(火) から８月31日(日)
◇場　所　水の科学館内
◇展示写真協力者
　　秋山　廣光・稲葉　修
　　千葉　隆司・須能　紀之
　　滋賀県立琵琶湖博物館・南相馬市博物館

○霞ヶ浦ふれあいランド
　　　サマースクール参加者募集○

霞ヶ浦のお魚探検!!

　霞ヶ浦にはたくさんの魚たちが生息して
います。今年の楽しい夏休みのひと時に、
これらの魚たちを調べてみませんか……？
自分たちで実際に湖に入り、楽しい魚捕り
に挑戦してみましょう……。きっと素晴ら
しいことが解る、かもよ……？
◇日　時　7月26日・8月2日・9日・16日
　　　　　・23日・30日(すべて土曜日)
　　　　　午後1時15分から
◇場　所　霞ヶ浦、水の交流館他（午後１

時までに、水の科学館２階受付
前に集合）

◇対象者　小学生 (霞ヶ浦ふれあいランド
入館者・父兄同伴とさせていた
だきます)

◇定　員　各回20名
◇その他　体験ご希望の方は、事前にふれ

あいランドまでお申込みくださ
い。定員になり次第、締め切ら
せていただきます。

○日曜イベント
　　(場所：水の科学館内・受講料：無料10時～)
　押し花絵体験会
　　第１・第4日曜日 (先着80名様)
　ペーパークラフト
　　第2・第3・第5日曜日 (先着80名様)
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