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『初日の出イベント』
虹の塔の展望室から初日の出をみることができ

ます！◇甘酒の配布もありますよ！

日　時　１月１日　午前6時から開館

押し花絵体験会　 毎月第１、４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
　市内の園児・児童の作品を展示します。

子どもたちの作品で『未来・夢・こころ』を感

じてください。

期　　日

12月11日（金）～12月20日（日）

※12月14日（月）は除く

時　　間

午前9時～午後５時

展示作品

絵画の部・書の部

展示会場

行方市玉造公民館

1階ホール・2階ホール

2階大ホール

主　　催　行方市教育委員会

問 玉造公民館　☎ ０２９９－５５－０１７１　 

鹿行地区就職支援センター・
労働相談センターのご案内

　育児や介護を理由として退職し、再就職を希

望する方に

◇再チャレンジサポートコンサルタントによる個

　別相談

◇職場体験講習　◇再就職準備セミナー

　（無料託児付）

◇企業の人事担当者との交流会（無料託児付）

◇再就職に役立つ情報誌「Re・Be」等の支援を

　行います。

問　（財）２１世紀職業財団茨城事務所 
　☎ ０２９－２２６－２４１３　FAX ０２９－２２６－２７４０

人　　数　３名程度

職　　務　下水道及び農業集落排水使用料金

　　　　　等の検討をしていただきます。

資　　格　２０歳以上の行方市内居住の方

応募締切　１２月２２日（火）まで

※指定の応募用紙でお申込ください。応募用紙

は、下水道課ならびに各庁舎総合窓口課にあり

ます。※応募者多数の場合、地域性等を考慮

し選考します　

問・申 下水道課　☎ ０２９９ー５５ー０１１１

　就職相談センターでは、就職を目指している

方のために、就職相談・キャリアカウンセリン

グから職業紹介まで一貫したサービスを提供し

ています。

　また、労働相談センターでは、労働条件・解

雇などの労働相談に専門の相談員が対応してお

ります。お気軽にご利用ください。

※県鉾田合同庁舎の分庁舎１階から本庁舎１階

に移転しました。

○鹿行地区就職支援センター（ジョブカフェろっこう）

○鹿行労働相談センター

開館時間　平日　午前９時～午後４時

　　　　（土日・祝日・年末年始休業）

場　所　鉾田市鉾田１３６７－３

　　　　（県鉾田合同庁舎内）

電　話　（就職相談）０２９１－３４－２０６１

　　　　（労働相談）０２９１－３３－５２６７

H P  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rosei/

もう一度働きたい！

あなたのカムバックを応援します。

社会福祉法人　茨城いのちの電話

自殺防止公開講座「いのちを想う」

講師　村上信夫氏　

　　　NHK エグゼクティブアナウンサー

期日　１２月１２日（土）午後2時～午後4時

　　　開場　午後１時３０分～

会場　つくば国際会議場エポカルつくば

　　　☎ ０２９－８６１－０００１

定員　先着２００名　入場無料

主催　社会福祉法人　茨城いのちの電話

　いつでもどこでもどんな悩みでも相談を受け

付けています。３６５日、２４時間お休みはあり

ません。

問 社会福祉法人　茨城いのちの電話　
　事務局　つくば　☎ ０２９－８５２－８５０５

職場のトラブル解決サポート
します！

　茨城労働局では、個々の労働者と事業主と

の間のトラブル（解雇、配置転換、出向、雇止め、

労働条件の不利益変更、パワハラ等）でお困り

の皆様の問題解決のお手伝いをいたします（無

料）。詳しくは茨城労働局企画室（０２９－２２４－

６２１２）へ。

話合いでトラブル解決
利用しやすい民事調停

　民事調停手続は，調停委員会が当事者双方

の言い分を聴き，歩み寄りを促し，当事者の合

意によって紛争の解決を図る手続です。法律的

な評価をもとにしながらも法律のみにとらわれ

ず，紛争の実情に応じた柔軟な解決を図ること

ができる点が特徴です。

　民事調停手続は，訴訟ほどには手続が厳格

ではないため，だれでも簡単に利用できる上，

当事者は調停委員会の進行に従って比較的自

由な形で言い分を述べることができる等の利点

があります。

　裁判所の窓口には，貸金請求等いくつかの

種類の定型の調停申立書が備え付けられている

ほか，裁判所ウェブサイト (http://www.courts.

go.jp/)からも一部の定型申立書をダウンロード

することができます。

募　　集

《グリーンカーテン作りに参加しませんか》

　今年はモデル事業として朝顔のグリーンカー

テン作りを行い、ＣＯ2削減や花いっぱいまちづ

くりをすすめてきました。来年も涼しげに咲く

アサガオや夕方から白い花を咲かせるヨルガオ、

子どもと一緒に育て・食べるが味わえるゴーヤな

どを予定しています。

　環境保全市民会議ではグリーンカテーン里親

（苗）募集をします。希望者はハガキ・ＦＡＸで

住所・氏名・電話番号・希望の本数など記入し

て行方市環境課まで申し込みください。

　なお、電話での申し込みも出来ます。アサガ

オ・ヨルガオ・ゴーヤの３種類から選んでくださ

い。なお苗の本数に限りがありますのでご了承

ください。

申込期間　12月7日～1月20日

問・申 
　〒311-1792　行方市山田2564-10

　行方市役所　環境課

　☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－１７85

「春を待つエコな吊し雛作り教室」

（全５回）受講生募集

　ひな祭りを目指して吊し雛作りにご一緒しま

せんか。

最近人気の吊し雛・初心者大歓迎

期　　日　1/9・1/23・1/30・2/13・2/27（土曜）

時　　間　午後１時30分～午後３時

対　　象　市内在住・在勤・在学の方（小学生

　　　　　は保護者の方といっしょに）

人　　数　２０名程度

場　　所　麻生公民館

料　　金　１回目だけ材料費として３００円

申込方法　生涯学習課窓口または電話

申込締切　１２月２５日（金）まで

持 ち 物　裁縫道具・短い物差し・千枚通し（あ

んば）・筆記用具

問・申 生涯学習課
　☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－１７８５

行方市体育協会主催による教室です。

冬季スポーツに親しみ、参加者相互の親睦を図

ることを目的として実施します。経験のない方

も是非ご参加ください。

期　　日　１月15日（金）～１月１７日（日）

時　　間　集合・出発時間　

　　　　　１５日（金）午後7時３０分（1.5泊）

集合場所　行方市玉造 B＆G海洋センター

対　　象　市内居住者及び勤務者

　　　　　（中学生以下は保護者同伴）

人　　数　８０人（定員になり次第締切）

行 　 先　苗場スキー場（新潟県）

宿泊場所　新潟県魚沼郡三国「三国屋旅館」

　　　　　☎ ０２５７－８９－２０３４

料　　金　一　般　　　25,000円

　　　　　小学生以上　20,000円

※参加料には、宿泊代・バス代・リフト代（２日分）

も含まれた料金となります。出発日に納入し

てください。

※昼食代２回及び夕食代1回、レンタルスキー

　料金2日で約3,000円が個人負担になります。

申込方法　住所、氏名、年齢（学年）、電話番

　　　　　号、勤務先（学校名）スキー板の

　　　　　有無（レンタル希望の方は、身長、

　　　　　靴サイズ）を明記してハガキ又は　

　　　　　FAXでお申込ください。

申込締切　１月９日（土）期日厳守

※スノーボード不可です。

問・申　行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　〒311-1704　行方市山田2175

　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX ０２９１－３５－３８５４

第４回行方市『輝く未来展』開催

「スキー教室」参加者募集！

グリーンカーテン里親募集します

下水道等使用料金検討委員会
委員の募集



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。

1/9（土）クッキングをしながら楽しいひ
と時を過ごします

時　　間　未定
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　12/8（火）

1/11（月・祝）成人式♥W
時　　間　未定
場　　所　三の丸ホテル（水戸市）
対 象 者　40歳の独身者（各 30名）
募集開始　12/9（水）

1/16（土）みんなでしゃべらないと⑤
　　　　　 『トレジャーハント !!』
時　　間　13：30～ 16：30
場　　所　茨城県三の丸庁舎３階会議室（水戸市）
対 象 者　40歳以下の独身者（各 20名）
　　　　　（会員優先）
募集開始　12/15（火）

1/31（日） TV ドラマ「イケメンパラダイス」
　　　　   ロケ地にてのふれあいパーティー
時　　間　13：30～ 15：30
場　　所　牛久シャトー（牛久市）
対 象 者　未定（各 35名）
募集開始　12/28（月）

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１９日（土）　１３：３０～ HOTEL CANKOH　  

霞ヶ浦観光ホテル（土浦市）

②１２月２０日（日）　１３：３０～

イーアスつくば「イーアスホール」（つくば市）

③１２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

第４回　行方市交流
バスケットボール大会参加者募集

　行方市体育協会主催による大会です。
日　　時　１月２４日（日）　集合８時～
対　　象　行方市在住在勤者
場　　所　北浦運動場　体育館
料　　金　１チーム　１，０００円（大会当日徴収）
申込方法　申込用紙は市内各運動場にありま
　　　　　す。
申込締切　１月１６日（土）午後５時
※組合せは当日抽選とします。
※試合時間及び試合形式は事務局で決定しま
　す。

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

募集人員　４０名

受験資格　中学校卒業以上（見込み含む）

受 験 料　１０，０００円

出願期間　１月１２日（火）～１６日（土）

入学試験　１月２０日（水）

試験科目　数学・国語・作文・面接

合格発表　１月２７日（水）

問・申 鹿島医師会附属准看護学院
　☎ 0299‐８２‐７２７８　FAX  0299‐８２‐５１２７

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座

【パワーポイント活用】
実施期日　1月12日（火）～21日（木）

1/12（火）、14（木）、18（月）、19（火）、
21（木）の5日間

時　　間　午後６時～９時　１５時間
内　　容　基礎知識から、視覚効果的なプレ
　　　　　ゼンテーションの作成方法、アニ
　　　　　メーション設定等
定　　員　１０名
受 講 料　２，９００円（テキスト代等含む）
受付期間　１２月７日（月）～１２月２２日（火）

申込みは午前９時～午後５時の間に、受講料を
持参のうえ、直接下記まで

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院
　☎ ０２９９‐６９‐１１７１　FAX  0299‐69‐6455

　放送大学はテレビ等の放送で授業を行う通
信制の大学です。働きながら学んで大学を卒業
したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな目
的で、さまざまな年代や職業の人達が学んでい
ます。大学や大学院の授業科目を1科目から気
軽に学べるチャンスです！

☆放送大学の教養学部と大学院の特長の一部
　をご紹介します。

～教養学部のご紹介～
○入学試験はありません。
○15歳以上ならばどなたでも選科履修生・科
目履修生として入学でき、約 300科目の中か
ら好きな科目を1科目からでも学べます。
○18歳以上で大学入学資格をお持ちの方はど
　なたでも全科履修生として入学でき、卒業す
　ると学士（教養）の学位を取得できます。
○「放送大学エキスパート」では、
　「心理学基礎プラン」、「健康福祉指導プラン」、
　「福祉コーディネータープラン」など全２３プ
　ランを実施。ひとつの分野を体系的に学ぶこ
　とができ、認証条件を満たされた方には「認
　証状」が交付されます。

学生の種類 入学料
科目履修生
（6ヶ月在学し希望する科目を履修） 6,000 円

選科履修生
（1年間在学し希望する科目を履修） 8,000 円

全科履修生（4年以上在学し卒
業を目指す、又は 1年以上在学
し、好きな科目を履修）

22,000 円

授 業 料　1科目（2単位）　１１，０００円
　　　　　（テキスト代含む）

～大学院のご案内～
●18歳以上ならばどなたでも修士選科生・修
士科目生として入学でき、約７０科目の中か
ら好きな科目を１科目から学べます。

学生の種類 入学料
修士科目生
（6ケ月在学し希望する科目を履修）12,000円

修士選科生
（1年間在学し希望する科目を履修）16,000円

☆ただいま平成２２年度第1学期学生を募集し
ております。詳しい資料を無料進呈いたしま
すので、お気軽にお問合せください。

授 業 料　1科目（2単位）　２２，０００円
　　　　　（テキスト代含む）
出願期間　平成２２年2月28日（必着）

問・申 放送大学茨城学習センター
　☎ 029‐２２８－０６８３
　放送大学ホームページ　http://www.u-air.ac.jp

行方市情報メール一斉配信サービス

（メールマガジン）登録者募集中

　市のイベント情報、災害情報、不審者情報、選挙速報、市民講座情報、子育て情報、
健診等の情報について、登録いただいた皆さんのパソコンや携帯電話へ、無料でメール
配信するサービスを開始しております。
　簡単な手続きで登録できます。携帯電話やパソコンをお持ちの方はぜひご登録くださ
い。

パソコンでの受信を希望される方は、市ホームページの「情報メール一斉配信サービス
（http://www.city.namegata.ibaraki.jp/mail_service/）」から、２次元コード対応携帯電話
をお持ちの方は、以下のコードを携帯電話で読み取り、登録することができます。

※携帯電話は、こちらのアドレス
http://www.city.namegata.ibaraki.jp/mobile/mail_service/　
からも登録できます。

※携帯電話の方は、事前にご自分のメールアドレスをお控えください。
※アドレス指定受信を行っている場合は、
　「name-maga@city.namegata.lg.jp」を指定してください。
※ドメイン指定受信を行っている場合は「＠ city.namegata.lg.jp」を指
　定してください。
※ 携帯電話にて「これ以上起動できません」と表示される場合は、他の
　端末機能が複数起動している恐れがあります。待ち受け画面に戻り、
　再度登録作業を進めてください。

　より分かりやすくリアルタイムな情報提供の実現に向け、デザインを一新し、行方市公式
ホームページをリニューアルしました。
◎リニューアルのポイント
■利用者に「やさしい」ページ
　⇒各ページの基本構造やデザインの統一
■「くらし」「観光・施設」「ビジネス」「市政」の４つの柱
　⇒利用者が必要な情報をより早く検索
■「アクセシビリティ」への配慮
　⇒誰でもホームページ上の情報にアクセスできる
■分かりやすいイラストボタン
　⇒人生の出来事に着目して整理したライフイベント別検索
■バナー広告のページを複数設定
　⇒新たな自主財源の確保と、地元商工業者などの活性化をめざします。
■トップページに四季折々の市内の景色やイベントの様子を撮影した写真を掲載し、
　市内外に行方市の魅力をＰＲします。

市のホームページをリニューアルしました！

http://www.city.namegata.ibaraki.jp/

放送大学で学んでみませんか

鹿島准看護学院生徒募集


