
○第14回霞ヶ浦絵画コンクール作品展

　霞ヶ浦流域市町村内にある小、中学校の

児童、生徒を対象に実施した絵画コンクー

ルの作品展示 (出品された全作品を展示)

　◇期日　11月16日(日) まで

　◇場所　霞ヶ浦ふれあいランド　館内

○平成20年度行方市児童環境科学セミナー写

真 (子どもたちからのメッセージ) を展示

　７月22日～29日の４日間にわたって、霞

ヶ浦ふれあいランドにおいて行方市の小学

５年生を対象に、行方市児童環境セミナー

が開催されました。この水質学習体験の様

子や「霞ヶ浦を汚さないようにするために

みんなができること」について話し合った

結果を展示します。ぜひご覧ください。

　◇期　　日　11月16日(日) まで

　◇展示場所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　　　水の科学館

○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）

○虹の塔ギャラリーにて展示会を開催

　　　　　　　　　　　　 (入場料：無料)

　３Ｄ展　10月29日(水)～11月20日(木)

　絵画展　11月22日(土)～12月16日(火)

○レンタサイクルご利用のご案内

　　　　(霞ヶ浦ふれあいランド入館者のみ)

　◇時間　午前9時30分～午後4時30分

　◇料金　無料

　◇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)

はつらつ交流発表会

第22回鹿養祭及び創立30周年記念式典
＆学校公開のお知らせ

農業日誌・新農家暦等の予約受付

年末調整説明会のお知らせ

第２回　健康フォーラム in 水郷地区

玉造工業高校　授業公開及び
学校説明会を行います 大好き　いばらき　県民運動　パネル展

結婚・子育てわくわく
キャンペーンを実施します

○『虹の塔』ギャラリー

　　　　作品展示会参加者募集

　平成21年度、霞ヶ浦ふれあいランド玉造

『虹の塔』ギャラリーにおける作品展示会

にご協力いただける団体を募集いたします。

皆さまの参加ご協力をお待ちしています。

　場　　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　　　虹の塔１階ギャラリー

　展示室使用料　無　料

　参 加 申 込　葉書またはfaxにて以下を記

入し、お申し込みください。

　　①展示会名称　『○○○展』

　　②連絡先　

　　　団 体 名　○○会・○○クラブ等

　　　代表者名　○○○○

　　　代表者住所　行方市○○番地

　　　電話番号　○○○○ー○○ー○○○○

　応 募 締 切　12月７日

※展示会期間等については、後日打ち合わ

せ会を開催し協議いたします。

○霞ヶ浦ふれあいランド特別企画展

　「幕末動乱期の水戸行方地方

　　　― 篤姫・斉昭・慶喜の時代 ― 展」

　NHK大河ドラマ「篤姫」の生きた時代の行

方地方の動きを紹介します。

　期　日　11月1日 (土)～11月9日(日)

　場　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　水の科学館

　　　　　　　☎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)

※国民文化祭期間中 (11/1～11/9) は特別料

金 (半額) で入館できます。

　「平成20年分の給与所得者の年末調整事務
及び法定調書の書き方等」についての説明会
を開催します。

※都合の良い会場においでください
・青色申告者である個人の方を対象にした ｢青

色決算説明会」は別に開催されます。
・説明会にお越しの際は、11月上旬にお送り

する封筒をお持ちください。
・不足する用紙等は会場にてお渡しします。
問　潮来税務署　法人課税第一部門
　　　☎ 0299ー66ー6934

　鹿行地区の皆さんによる、恒例の歌や踊り
の発表会です。多くの見学をお待ちしていま
す。
　日時　11月30日(日)　午前10時～午後3時
　場所　レイクエコー（行方市宇崎）
　※昼食は各自持参。入場料は無料です。
問　鹿行地区高齢者はつらつ百人委員会
　　　文化部　志村乃婦
　　　☎ 0299ー64ー6587

「第22回鹿養祭及び創立30周年記念式典｣
　日時　11月22日(土)  ※雨天実施
　　　　午前9時20分～午後2時30分
　場所　県立鹿島養護学校
　内容　学習発表、記念式典、各種イベント、

即売、展示など
学校公開
　期日　11月7日(金)
　場所　鹿島養護学校 (各教室及び体育館)
　日程　開会行事 (体育館)
　　　　　午前9時30分～10時20分
　　　　授業参観 (各教室)
　　　　　午前10時30分～11時50分
　　　　講演 (体育館)
　　　　　午前12時50分～午後2時20分
　　　　演題「息子とあゆんできた36年、
　　　　　　　　　そしてこれから・・・」
　　　　講師　茨城県ダウン症協会会長
　　　　　　　　渡辺千代子先生
　　　　閉会行事 (体育館)
　　　　　午後2時20分～午後2時30分
問　県立鹿島養護学校　☎ 0299ー82ー7700

期　日　11月15日(土)
参加者　本校の保護者、中

学生およびその保
護者、中学校教員、
近隣住民

会　場　玉造工業高校
　　　　（校舎、実習棟、グランド等）
内容及び日程
　①受　　付 (午前9時30分～10時)
　②授業見学 (午前9時30分～11時50分)
　③昼　　食 (11時50分～12時40分) (各自)
　④学校概要説明 (12時40分～午後1時30分)
　⑤部活動見学 (午後1時30分～3時)
問　玉造工業高等学校　☎ 0299ー55ー0138

　平成21年度版の農業日誌・新農家暦等を予
約販売いたします。ご入用の方は市農林水産
課までお申し込みください。
　「農業日誌」B６判　　　　1,400円
　「ファミリー日誌」B5判　1,400円
　「新農家暦」A5判　　　　　370円

発 行 元　財団法人　農林統計協会
申込締切　11月21日(金)
　・　　農林水産課 (北浦庁舎)
　　�　　☎ 0291ー35ー2111

STOP  ザ  ＤＭ (糖尿病) !!
　行方市の皆さん、ＤＭ（糖尿病）について
一緒に考えてみませんか？糖尿病の病気・合
併症、栄養管理、薬などについてわかりやす
く解説します。どなたでも自由に参加できま
すのでどうぞお気軽にご来場下さい。参加費
は無料です。
　日時　11月29日(土)
　　　　　午後２時～４時 (午後1時受付)
　場所　潮来市立中央公民館（大ホール）
　内容　特別講演「糖尿病について」
　講師　筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科教授
　　　　　島野　仁 先生
　シンポジウム
　　①糖尿病の栄養管理
　　　　なめがた地域総合病院栄養部管理栄養士
　　　　　田中尚代先生
　　②糖尿病の薬について
　　　　なめがた地域総合病院薬剤部薬剤師
　　　　　高田豪先生
　主催　水郷医師会
　後援　茨城県医師会、行方市、潮来市
問　水郷医師会　☎ 0299ー72ー1433

日時　11月1日(土)～12日(水)

　　　午前10時～午後4時30分 (入場は4時まで)

　　　【休館日　4日(火)・10日(月) 】

場所　茨城県霞ヶ浦環境科学センター　展示室

　　　　みんなの学び舎 (土浦市沖宿1853)

展示内容　パネル展示・資料展示

・県民運動のあゆみ (創設期～現在まで)

・現在の活動紹介 (福祉・社会づくり・生活

環境づくり・人づくり・茨城の風土づくり)

・過去に発行した広報誌

・県内各地で活動中のネットワーカー活動紹介

・啓発物品の配布

問　大好きいばらき県民会議

　　　☎ 029ー224ー8120

 

　県では、結婚し家庭を築くことの大切さや、

出産・子育ての意義・すばらしさについて理

解を深めるキャンペーンを11月に行います。

ご家族おそろいでお出かけください。

16日(日)「家庭の日」

○「いばらきKids Clubカード」協賛店舗での特

別優待サービス (参加店舗のみ)

○子育て相談会、啓発グッズ配布などのまち

かどキャンペーン

24日 (月・振替休日)

○親子のきずなフォーラム (入場無料)

　時間　午後1時～3時30分

　場所　県民文化センター大ホール

　内容　親子で楽しむ子守唄コンサート

　　　　子育てシンポジウム　他

問　県子ども家庭課少子化対策室

�　　☎ 029ー301ー3261

　　　■ 029ー301ー3269

　　　■ http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/jifuku/

平成20年11月１日　№20　秘書広聴課 (麻生庁舎)　Tel 0299－72－0811市報　行方
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お 知 ら せ

霞ヶ浦ふれあいランド
11月14日(金)

午後２時

　～４時

鉾田中央公民館

11月18日(火) 行方市麻生公民館

11月25日(火) 鹿嶋勤労文化会館

11月26日(水) 神栖市文化センター

開 催 日 時間 会 場

必ずチェック！最低賃金！

茨城県の最低賃金は

　　　　　時間額  676円
※特定の産業には産業別最低賃金が定め

られています。

　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づ

き国が賃金の最低限度を定め、使用者は、

その最低賃金額以上の賃金を支払わなけ

ればならない制度です。
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やさしさとふれあいのある茨城づくりを目指して


