
日　　時　10月４日(日)　
　　　　　　午前8時30分～　受　付
　　　　　　午前9時　　　　開会式
場　　所　行方市北浦運動場体育館
種　　目　男子ダブルス・女子ダブルスとも

にＡクラス(上級者)・Ｂクラス(中
級者)・Ｃクラス(初級者)

参加規定　高校生以上で市内在住在勤の方、
又は市内クラブで活動されている
方。

競技方法　リーグ戦及び、トーナメント戦
　　　　　（ラリーポイント制）
参 加 料　一組　1,000円　　

※参加料は当日棄権してもいただきます。
※参加料は当日各チーム（クラブ）ごとに

一括してお支払いください。
申込方法　北浦運動広場体育館に申込用紙を

用意します。ＦＡＸもしくは体育
館まで直接お申込みください。

申込締切　９月20日(日）
そ の 他　①対戦組合せは主催者に一任させ

て頂きます。②各チーム (クラブ)
単位で一括して申込む場合は代表
者の方が責任を持ってお申込みく
ださい。③高校生は３年生がＡク
ラス、１・２年生はレベルに応じ
て申込んでください。④参加数が
３組未満の種目は行いません。�
⑤メンバー変更は当日受付時申し
出てください、棄権のないようお
願いいたします。

問・申　行方市体育協会 (北浦体育館 内)　
�　　　☎ 0291ー35ー2120
�　　　■ 0291ー35ー3854 

　今年も茨城県統計協会編集の、茨城県民手
帳が発行されます。県民必携の便利な手帳で
すのでご活用ください。
種　類
　デスク版 (14.9㎝×21.0㎝)　900円
　標 準 版 (08.2㎝×13.9㎝)　400円 (鉛筆付)
　ポケット版 (07.0㎝×12.0㎝)　300円 (鉛筆付)
　書店（取扱い店に限りがあります）でもお
買い求めになれますが、下記の場所でも申込
みを受け付けておりますのでご利用ください。

【行方市役所　企画課（麻生庁舎）】
�　☎ 0299ー72ー0811　■ 0299ー72ー3226

【茨城県企画部統計課内　茨城県統計協会】
�　☎ 029ー301ー2637　■ 029ー301ー2669

【統計協会ホームページから】
�　■ http://www.ibatokei.jp/
　上記での申込み期限は平成21年9月24日(木)
です。また、上記で購入した場合は送料及び
振込み手数料等がかかる場合がございますの
でご確認ください。

平成22年版　茨城県民手帳の発行について

秋季バドミントン大会

秋の日帰り登山　参加者募集 スマートダイエット教室 (夜コース)

フラワーアレンジ・寄せ植え教室

期　　日　10月16日(金）
行　　先　栃木県日光・半月山
参 加 費　１名　4,000円
参加資格　行方市内に住所を有する者
募集人員　40名
募集期間　9月2日(水)～18日(金) 必着
申込方法　必ず往復はがきで申込み、１枚で

２名までとします。２名分の住所、
氏名、年齢、性別、電話番号を記
入の上申込んでください。ただし、
同一人が複数申込んだ場合は無効
といたします。また、返信用には
宛先を記載願います。裏面は白紙
でお願いします。

※参加申込み人数が募集人員を超えた場合は、
抽選となります。

※出発時間及び乗車場所等の詳細については、
参加者に後日連絡いたします。

※参加申込みによる個人情報は目的以外には
使用しません。

※体力・健康に不安のある方は、ご遠慮願い
ます。

問・申　〒311ー1704　行方市山田2175
　　　行方市体育協会 (北浦体育館 内)　
�　　　☎ 0291ー35ー2120
�　　　■ 0291ー35ー3854 

期　　日　10/13・10/20・10/26・11/17・
11/24・12/8 (全６回)

時　　間　午後６時30分～８時30分まで
　　　　　（午後６時受付開始）
場　　所　北浦保健センター
講　　師　筑波大学教員、スマートダイエッ

ト指導者
参 加 費　3,300円
　　　　　（テキスト代、血液検査代を含む)
定　　員　30名（応募者多数の場合は抽選)
　※毎回参加できる方を優先します。
対　　象　ＢＭＩが25以上で ｢本気でやせた

い｣ と思っている35～64歳の方
　※ＢＭＩ＝体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)
　※治療中の方は、主治医の許可が必要です。
申込方法　お電話で健康増進課（北浦保健セ

ンター）へお申込みください。
申込期限　９月30日(水)
問　健康増進課 (北浦保健センター）
�　　　☎ 0291ー34ー6200

　親子でアレンジ・寄せ
植えを体験してみません
か？初めての方でも楽し
んでいただける内容を考
えておりますので、皆様
のご参加を心よりお待ち
しております。
期　　日　アレンジ：11月14日(土)
　　　　　寄せ植え：10月24日(土)
時　　間　どちらも午後2時から
人　　数　20組（先着順）
　※親子での参加を優遇させていただきます
場　　所　アレンジ：麻生公民館　大研修室
　　　　　寄せ植え：玉造農村環境改善セン

ター　大会議室
料　　金　どちらも1,000円
申込方法　お電話にてお申込みください
申込締切　どちらも9月30日（水）
問・申　行方市花生産組合 (事務局：農林水産課)
�　　　☎ 0291ー35ー2111
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往復ハガキ記載例

〒311-1704

行方市山田2175

行方市体育協会
事務局

（裏面白紙）

〈☆復信　裏〉〈★往信　表〉

申込者住所・氏名

（２名申込みの際
　は代表者の住所
　・氏名）

参加申込者住所
氏名・年齢・性別
電話番号

（２名まで申込み
　できます）

〈★往信　裏〉〈☆復信　表〉

日　　時　10月17日(土)　〈予備日〉10月24日(土)　〈時間〉午前10時～午後3時 (予定)
コ ー ス　道の駅たまつくり⇒霞ヶ浦大橋西端⇒歩崎公園⇒歩崎観音・歩崎展望所⇒森

林公演 (昼食) ⇒郷土資料館⇒国道354号⇒富士見塚古墳⇒霞ヶ浦大橋西端⇒
道の駅たまつくり

参 加 費　昼食代・傷害保険代　530円　　募集人員　県民50人
集合場所　道の駅たまつくり
申込方法　10月11日(日) までに電話・Faxでお申込みください。※定員になり次第締切
問・申　茨城県鹿行生涯学習センター管理事務所・茨城県女性プラザ
�　　　☎ 0299ー73ー2300　■ 0299ー73ー3925

ウォーキングを楽しもう！ ～ 自然と歴史にふれあう　湖岸の絶景 ｢霞ヶ浦コース｣ ～

10/10(土)　月に願いを！お月見に合うお料理
時　　間　14：30～18：30
場　　所　中川学園調理技術専門学校 (水戸市)
対 象 者　45歳以下の独身者 (各20名)
募集開始　9/7 (月)

10/10(土)　収穫体験＆バーベキューパーティ
時　　間　10：00～14：00
場　　所　行方市内
対 象 者　40歳以下の独身者 (各25名)
募集開始　9/8 (火)

10/18(日)　みんなでしゃべらないと！③
時　　間　13：30～18：00
場　　所　京成百貨店バンケットルーム (水戸市)
対 象 者　年齢フリーの独身者 (各30名)
募集開始　9/16(水)

10/25(日)　アイラブピンポンふれあいパーティ (卓球大会)
時　　間　13：30～17：00
場　　所　茨城県庁体育館 (水戸市)
対 象 者　男性 (45歳以下独身者)
　　　　　女性 (年齢フリー) 　(各15名)
募集開始　9/25(金)

10/31(土)　素敵な予感！ハロウィンパーティ
時　　間　15：00～18：00
場　　所　フェリヴェールサンシャイン (水戸市)
対 象 者　男性 (25歳～40歳)
　　　　　女性 (年齢フリー)　 (各35名)
募集開始　9/9 (水)

11/3(火・祝)　ボンジョルノ～ハートもとろける恋のピザ
時　　間　15：00～18：00
場　　所　中川学園調理技術専門学校 (水戸市)
対 象 者　45歳以下の独身者 (各20名)
募集開始　9/29(火)

問・申　
　いばらき出会い
　　　サポートセンター
�　☎ 029ー224ー8888
�　■ 029ー224ー8921
　　■ http://ibccnet.com/
　　携帯■ http://ccworld.jp/ibaraki-dsc/

申問

電話・メールにてお申込みください｡

　いばらき出会いサポートセンターの開
催するパーティーの予定です。　玉造有機肥料供給センターは、し尿、

浄化槽汚泥及び牛、豚家畜ふん尿を原材
料とした有機肥料供給施設です。畜産農
家のふん尿の有効利用と環境改善を推進
し、畜産農家と耕種農家の地域循環型農
業を推進しています。
　この肥料は、発酵成熟と脱臭による液
肥（液状汚泥発酵堆肥）及び堆肥（牛豚
混合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受け
ています。利用している農家のみなさん
にも大好評です。

有機肥料で安全で安心な農業を

有機肥料を使用してみませんか有機肥料を使用してみませんか

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥

15㎏袋詰　200円　　
バラ売り１㎏当たり　10円

主要な成分の含有量
窒素全量　　0.92％
リン酸全量　1.1％
カリ全量　　0.67％
炭素窒素比　15

玉造有機肥料
供給センターで販売

しています｡

家庭菜園にも、プラン
ターにも庭木の肥料に
も最適です。

主要作物　大根・長ネギ・玉ねぎ・春
菊・ホウレンソウ・牛蒡・
里芋・飼料作物・ハス田等

問　行方市玉造有機肥料供給センター
　　（玉造甲6497番地3）
�　　☎ 0299ー36ー2411
�　　■ 0299ー36ー2911

無料で配布 
しています｡

募　　集

問 申・

問

玉造有機肥料供給センター案内図

NPO法人ベル・サポート主催パーティー
①10月2日(金)  19：00～21：00
　　ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ (土浦市)
②10月4日(日)  14：00～16：30
　　イーアスつくばホール (つくば市)
③10月18日(日)  13：30～15：30
　　土浦イオンショッピングセンター会議室 (土浦市)
④10月25日(日)  13：30～15：30
　　オークラフロンティアホテルつくば (つくば市)
問・申　NPO法人ベル・サポート　　
　　　　　☎ 0280ー87ー7085
問 申


