
お知らせ版
市報　行方 秘書広聴課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

　『デジサポ茨城』（総務省茨城県テレビ受信者支援センター）主催の説明会（参加費無料）が市
内２０会場で開催されます。
　説明会では、地上デジタル放送を受信するための必要な情報のほか

● 地上デジタル放送を見られるようにするにはいくらぐらい掛かるの？
● 今のアナログテレビをそのまま使ってみるにはどうすればいいの？
● アンテナは交換しなければならないの？
● アンテナをどこに向ければ、地上デジタル放送を受信できるの？

など、ご自宅やお住まいの地域で地上デジタル放送を受信するための具体的な質問に『デジサポ
茨城』の専門スタッフが対応してくれます。また、各会場では、デジタルテレビ・デジタルチューナー・
リモコン・ＵＨＦアンテナなどが実際に展示され、触れて体験することができます。
　事前予約は、必要ありませんので、当日はご近所の方お誘い合わせのうえ、お気軽に会場へ足
をお運びください。

◇開催場所及び開催日時◇

開催日 開催時間 会場 地区名

11月26日（木）
午前の部（10：00 ～ 12：00） 西浦地区学習センター 麻生

要地区館 北浦
午後の部（14：00 ～ 16：00） 繁昌地区学習センター

玉川地区学習センター 玉造

11 月 27 日（金）
午前の部（10：00 ～ 12：00） 手賀地区学習センター

玉造現原地区学習センター

午後の部（14：00 ～ 16：00） 羽生地区学習センター
上山農村集落センター

11 月 28 日（土）
午前の部（10：00 ～ 12：00） 小貫地区学習センター

北浦
穴瀬農村集落センター

午後の部（14：00 ～ 16：00） 武田地区館
14：00 ～ 16：00 ～ 18：00 ～ 北浦公民館（１階講義室 1,2,3）

11 月 29 日（日）
午前の部（10：00 ～ 12：00） 四鹿杉平農村集落センター 麻生

榎本地区農民研修センター 玉造

14：00 ～ 16：00 ～ 18：00 ～ 麻生公民館（２階研修室） 麻生
玉造公民館（２階大ホール） 玉造

11 月 30 日（月）
午前の部（10：00 ～ 12：00） 太田地区館

麻生島並農村集落センター

午後の部（14：00 ～ 16：00） 大和地区館
小高地区館

※１「午前」と「午後」で開催会場が異なりますので、ご確認のうえご参加ください。
　２ 麻生公民館、北浦公民館、玉造公民館では、１８：００からも開催します。
【地デジ説明会・受信相談会に関するお問い合わせ先】
　　　総務省茨城県テレビ受信者支援センター（デジサポ茨城　説明会事務局）
　　　☎　０２９－３０３－２６０１（午前１０時～午後６時）へ　
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『霞ヶ浦絵画展』

　期間　１０月１日（木）～１１月１５日（日）まで

押し花絵体験会　 毎月第１、４日曜日

ペーパークラフト　毎月第２、３、５日曜日

　○先着８０名様まで。受講料は無料です！

黄金のうなぎ、ウーパールーパー展示してます！

問

　　　　☎　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）

霞ヶ浦ふれあいランド
イベント情報

お 知 ら せ

　ＮＴＴ東日本では、地球環境保護・資源の有

効活用、又不法投棄等を防ぎ皆様の街の浄化

のため、古い電話帳のリサイクルを積極的に推

進しています。

　新しい電話帳を各ご家庭に１０月中にお届け

しました。ご不在等で古い電話帳を回収できな

かったお客様へは、改めて回収にお伺い致しま

すので、下記へご連絡頂きますようお願い致し

ます。

問 タウンページセンター フリーダイヤル
　 ☎ ０１２０－５０６－３０９

古い電話帳の回収で
クリーンな街づくり！

農業用廃プラスチック回収に
関するお知らせ

　多重債務者を対象に、無料法律相談会を開

催します。借金問題でお困りの方は、是非ご相

談ください。弁護士、司法書士、消費生活相

談員が相談に応じます。（秘密厳守）

期　日

１１月２９日（日）　牛久市役所（牛久市中央３－１５－１）

１１月３０日（月）　茨城県土浦合同庁舎

　　　　　　　　（土浦市真鍋５－１７－２６）

１２月  １日（火）　茨城県鉾田合同庁舎

　　　　　　　　（鉾田市鉾田１３６７－３）

１２月  ２日（水）　茨城県筑西合同庁舎

　　　　　　　　（筑西市二木成６１５）

１２月  ３日（木）　阿見町役場（阿見町中央１－１－１）

１２月  ６日（日）　茨城県水戸合同庁舎

　　　　　　　　（水戸市柵町１－３－１）

１２月  ７日（月）　茨城県水戸合同庁舎

　　　　　　　　（水戸市柵町１－３－１）

１２月  ８日（火）　日立市女性センター

　　　　　　　　（日立市鮎川町１－１－１０）

１２月１３日（日）　大子町役場（大子町大子８６６）

時　間　午前１０時～午後４時

対　象　多重債務者

応募資格　特になし

人　数　水戸会場４０人，牛久会場・日立会場２０人，

阿見会場・大子会場１０人，その他の会

場３０人　※事前予約制（先着順）

申込方法　事前に県生活文化課（☎029-301-2829）

へお申込みください。

申込締切　１１月２７日（金）※定員になり次第締切り

問 茨城県生活文化課
　 ☎ ０２９－３０１－２８２９　FAX ０２９－３０１－２８４８
　http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/seibun.htm

多重債務者向け無料法律相談会

第３回　健康フォーラム in 水郷地区

高血圧について

　行方市の皆さん、高血圧について一緒に考え

てみませんか？高血圧の病気、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

気軽にご来場ください。参加費は無料です。

日時　１１月１４日（土）

　　　午後2時～４時（午後1時受付）

場所　霞ヶ浦ふれあいランド　2階　多目的ホール

内容　特別公演「高血圧との上手な付き合い方（仮）」

講師　筑波大学循環器内科　石津智子先生

※その他、シンポジウムを予定しています。

　水郷医師会　☎ ０２９９－７２－１４３３　

　今まで回収できなかった「農薬

容器」（ポリエチレン容器）ですが、

１１月の農ポリ回収日から回収可能

となりました。正しい処理をして、

適切な搬入をお願いします。

回収日　

「農ポリ」の日と同じになります。

→11/19（玉造），11/25（美化），12/16（美化），

1/27（北浦），2/17（美化）， 3/ 4（玉造），3/10（美化）

※玉造（JAなめがた営農経済センター玉造）

　北浦（JAなめがた営農経済センター北浦）

　美化（環境美化センター）

時　間　午前９時～１１時、午後１時～２時３０分

処理料　「農ポリ」と同様１１円／㎏になります。

【注意事項】　

①使用済みの農薬空き容器に限ります。

中に農薬が残っている場合は回収できません。

②荷造りは肥料袋に詰めるなどしてください。

問   行方市農業用廃プラスチック収集処理対策
協議会（行方市農林水産課内）

　 ☎ ０２９１－３５－２１１１

　就職および生活に悩むお母さん（母子家庭）

を支援するための相談窓口です。

☎ 0291-33-6264
日　時　毎週　月～金曜　午前９時～午後５時

　　　　（祝日を除く）

お母さん（母子家庭）の就労相談

「地上デジタル放送説明会・受信相談会」が開催されます！

【教育ローン】と【利子補給制度】のお知らせ

秋の火災予防運動『11 月 9日～ 11 月 15 日までの 1週間』
これから火災の多発期！暖房器具等の火災に注意！！

【ろうきんの教育ローン】

融資額　最高500万円（労金の会員の方は1000

万円まで）一括融資又は分割融資

返済期間　最長10年

　　　　ご融資期間の範囲内で元金措置期間

（最長５年）が設定できます。

金　利　平成 21年11月１日現在

　　　　1.7%～2.2%（固定金利型）別途保証

料 0.7～1.2％

ご利用　幼稚園から大学・専門学校までの受

験料や入学在学費用、住居費、生活費、

留学費用などにご利用いただけます。

〔育英基金の利子補給制度〕

　茨城県勤労者育英基金とは、勤労者の教育

費の負担軽減を目的に、茨城県・市町村・中央

労働金庫が出資をしてつくられた団体です。

　在学中（最長 4年以内）お子様一人あたり

100万円（一世帯300万円）までの融資に対し、

年１%の利子補給を受けることができます。

対　象　県内居住者、県内の事業所に勤務し

ている方
問 商工観光課　　　☎ ０２９１－３５－２１１１
　 茨城県勤労者育英基金　☎ ０２９－２３１－０２３５

 



テーマ　行方市の「帆引き船」・｢風景｣・「お祭り」

などを題材として撮影した写真

応募作品規格

　平成２１年１月以降に行方市内で撮影された

もの（カラー・モノ四ツ切・ワイド四ツ切）

申込方法　郵送及び持ち込み

応募締切　１２月１０日（木）

・応募票を作品裏面に貼附すること。

・１人３作品まで。

・入賞作品はネガフィルム・画像データ等を提

出し、版権は主催者に帰属する。

・作品展示会を１月１６日～３１日にふれあいラ

ンドにて実施。

※応募票は観光協会及び各帆引き船事務所に

あります。又は観光協会HP。

問 行方市観光協会（市商工観光課内）
　 ☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX ０２９１－３５－３２５８

水郷なめがた水辺の里
写真コンクール作品募集 　簡単な健康チェック（血圧測定有り）と６種

目位の運動で判断できます。（２時間位）３会
場で開催しますので、参加できる会場に申し込
んでください。
【日時・場所】
　１２月１９日（土）
　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館　午後１時３０分～
　１２月２０日（日）
　麻生運動場体育館　午前９時～ 
　１２月２０日（日）
　北浦運動場体育館　午後１時３０分～
対象者　行方市在住在勤で２０歳以上の方
人　数　各会場　４０名　料　金　無料
申込方法　お電話にて１２月１０日（木）までに

お申込ください
問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX  ０２９１－３５－３８５４

体力テスト参加者募集 有機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

　玉造有機肥料供給センターは、地域循環

型農業推進の一環として耕畜連携を推進し、

有機肥料を生産供給、施肥による土壌改良

促進を図っています。

　この肥料は、し尿・浄化槽汚泥及び牛・

豚家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭によ

る優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・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皆さんにも大好評です。

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
１５kg 袋詰　２００円

バラ売り

１kg当たり　　１０円

家庭菜園にも、プランターにも庭木の肥料に

も最適です。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
主要作物　玉ねぎ・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）

　 ☎ ０２９９－３６－２４１１

　 FAX ０２９９－３６－２９１１

第 4回行方市混合バレーボール
大会参加チーム募集

　㈳日本ウォーキング協会専門講師から

『ウォーキングの基本を実技中心に』

日　時　１１月２５日（水）午後１時３０分～４時（１時受付）

対　象　行方市に在住在勤の方

人　数　５０名

場　所　行方市北浦運動場第１グラウンド

申込方法　氏名、年齢、住所及び電話番号を添

えて下記まで

申込締切　１１月２０日（金）

問・申 行方市スポーツ振興課
　☎ ０２９１－３５－２１２０　 FAX ０２９１－３５－３８５４

募　　集

　狂歌とは、クスクス笑えるネタ（滑稽）や、

垢抜けて気の利いた話（洒落）、又はピリッとし

た話（風刺）で表現し、テーマや季語にとらわ

れることなく、自由な五七五七七形式であらわ

すものです。

　自分の言葉で楽しみながら、どうぞ気軽にご

応募ください。

　応募要項及び応募用紙は各庁舎（総合窓口

課）及び各公民館においてあります。また、行

方市ホームページでもダウンロードできます。

応募条件

①応募作品は、本人が創作した未発表のも

のにかぎります。②作品等の文字は、楷書で

はっきりと書いてください。③漢字には、「よ

みがな」をつけてください。④応募作品は、

自由吟・課題吟の別は問いません。（課題吟

の本歌選択は自由とします。）⑤応募作品は、

返却いたしません。⑥入選作品の発表や使用

に関する権利は、行方市に帰属するものとし

ます。⑦応募は、一人３首までとします。⑧

応募資格は、問いません。

応募料　無料

応募方法　「はがき」「応募用紙」「行方市ホームページ応募用紙」

《応募先》

◇「はがき」で応募の場合

　〒311-1792行方市山田2564-10

　行方市教育委員会  生涯学習課  「なめがた狂歌」係

　「はがき裏面」◉（自由吟の場合）作品

◉（課題吟の場合）作品・本歌◉〒・住所・氏

名ふりがな・年齢・電話番号・職業（学校名学年）

◇「応募用紙」で応募の場合

　各庁舎及び各公民館設置の応募箱へ、

◇ＦＡＸで応募の場合　

　行方市教育委員会  ☎ ０２９１－３５－１７８５へ

◇Ｅメール応募の場合

　name-shogaku@city.namegata.lg.jp へ送信

応募期間　１１月１日（日）～１２月２２日（火） 当日消印有効

発表と賞状授与式

①入賞・入選者全員に、審査結果を郵送に

てお知らせします。②賞状授与式　期日　平

成２２年２月７日（日）場所　行方市北浦公

民館③入選作品は、「作品集」として刊行し、

入選者には無料配布。④行方市ホームページ

にて審査結果発表。

応・問 〒311-1792　行方市山田２５６４－１０
　行方市教育委員会  生涯学習課  「なめがた狂歌」係

　☎ ０２９９－３５－２１１１　FAX ０２９１－３５－１７８５

なめがた狂歌～作品募集～

受験種目　陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格　平成２２年４月１日現在、１５歳以上１７

歳未満の男子で、中学校卒業者または

中等教育学校の前期課程修了者（平成

２２年３月見込みの者を含む。）

受付期間　１１月１日（日）～１月８日（金）締切日必着

試験期日　１次  １月23日（土）・２次  ２月６日（土）

～９日（火）までの間の指定する１日

試験場　受付時または受験票交付時にお知らせ

します。

試験内容　１次　筆記試験、作文

　　　　２次　口述試験及び身体検査

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　 ☎　０２９９－５２－１３３６

自衛官募集

行方市民インディアカ大会
参加チーム募集

　誰でも気軽に楽しむことのできるニュースポー
ツとして、インディアカの普及・発展を目的とし
て開催します。
日　時　12 月 6日（日）午前 9時開会
参加資格　市内在住・在勤の中学生以上の方
場　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター　アリーナ
料　金　1チーム　１，０００円（代表者会議時に納入）
申込方法　申込用紙は各運動場にありますので、

下記へお問い合わせ下さい。
◎代表者会議　１１月２９日（日）午後７時（北浦
体育館２F会議室）
※出場するチームの代表者は必ず出席してください。
問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX ０２９１－３５－３８５４

日　時　１２月１３日（日）午前８時３０分集合
　　　　午前９時試合開始
応募資格　行方市在住在勤者で構成したチーム

（生徒・学生を除く）９人のうち３～４
人が男性

場　所　行方市麻生運動場ほか
料　金　1チーム　１，０００円（代表者会議時に徴収）
申込方法　申し込み用紙は各運動場にありますの

で、下記へお問い合わせ下さい。
◎代表者会議１２月４日（金）午後７時３０分
　（北浦体育館２F会議室）
※出場するチームの代表者は必ず出席してください。
試合方法　予選　ブロックリーグ戦（予定）・決

勝　トーナメント戦（予定）ルール　
9人制バレーボール

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX ０２９１－３５－３８５４

無料で散布していま
す！ぜひご利用くだ
さい。

婚活ナビ☆パーティー情報☆
　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。お申込み，お
問い合わせは下記まで。

12/5（土）素敵な予感！クリスマスパーティー
プレゼント交換があります。
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　40歳以下の独身者（各 35名）
募集開始　11/4（水）

12/6（日）働く男女のふれあいＳＴＯＲＹ
時　　間　14：00～
場　　所　ワークプラザ勝田（ひたちなか市）
対 象 者　50歳以下の独身者（各 50名）
募集開始　11/3（火）

12/13（日）Shall we Dance ?! レッスンを
受けて楽しく踊りましょう！
時　　間　14：00～ 17：00
場　　所　ｊ’ｓ　Ａｃａｄｅｍｙ（ひたちなか市）
対 象 者　50歳以上の独身者（各 20名）
募集開始　11/10（火）＊ 50歳以下も可

12/23（水・祝）イヴ２！ケーキをデコレ！！
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　40歳以下の独身者（各 20名）
募集開始　11/24（火）

12/28（月）プレカウントダウンパーティー♪♪
今年のことはみんな落として素敵な気分でハッピー
時　　間　19：00～ 22：00
場　　所　ＳＵ　ＣＡＳＡ（水戸市）
対 象 者　年齢フリーの独身者（各 35名）
募集開始　11/10（火）

電話・メールにてお申込みください。

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

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
①１２月２日（水）　１９：００～
ラ・フォレスタ・ディ・マニフィカ（土浦市）
②１２月１９日（土）　１３：３０～ HOTEL CANKOH　
霞ヶ浦観光ホテル（土浦市）
③１２月２０日（日）　１３：３０～
イーアスつくば「イーアスホール」（つくば市）
④１２月２７日（日）　１３：３０～
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　0280-87-7085

茨城県ウォーキング協会主催
健康ウォーキング 1日講習会


