
お知らせ版
市報　行方 秘書広聴課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 22年 1月 1日　№ 34

ギャラリー展

ペーパークラフト・くるみ絵展

期　間　1月８日～2月２日まで

茨城空港観光ボランティア

「百里ナビゲーター」講座
受講生募集

　茨城空港が開港するのにあわせ、周辺地域

の観光や百里基地の概要・歴史など空港に関

する情報提供のできるおもてなしのプロフェッ

ショナルを目指す講座です！

期　日　1月13日（水）1月20日（水）

　　　　1月27日（水）1月31日（日）

　　　　2月10日（水）

時　間　午後7時～9時

会　場　小美玉市小川文化センター

講　師　空と飛行機研究家　佐口謙一氏

　　　　茨城県空港対策課　根崎良文氏ほか

受講料　無料（但し、資料代、保険料等1,000円）

募集人数　２０名

対象者　①茨城空港近隣に在住在勤し、講座

終了まで参加できる方。②講座終了後、茨城空

港見学あるいは7市町で行われるイベントなど

で、百里ナビゲーターとしてボランティア活動が

できる方（ただし、ボランティア団体として組織

し、また活動時には保険加入のほか予算の範

囲内で交通費等を支給できるように検討中）

申込方法　氏名（ふりがな）・住所・電話番号・

性別・年齢を、葉書・ＦＡＸ・Ｅメール・持参の

いずれかの方法で、霞ヶ浦ふれあいランドまで

お申込ください。

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
　最近、市役所に「近所でごみを野焼きしてい

る」、「煙や臭いがすごいので注意してもらいた

い」との連絡がよく入ります。ごみを燃やすこ

とは違法行為となり処罰や罰金の対象となりま

す。また、火災の原因、ダイオキシン類や有害

物質を発生させ、煙や悪臭が周辺住民の健康

に害をもたらす恐れがあり、生活環境に影響を

与え大変な迷惑をかけることになります。

　ただし、農業や漁業を営むためにやむを得な

いものとして行われる焼却（ビニール・プラスチッ

クなどを除く）、たき火などの軽微な焼却は野

焼きにはなりません。これにつきましても、時

間、周囲の状況、天候、風向きや強さなどを

考慮して行ってください。

　みなさん一人ひとりがルールやマナーを守り、

適切にごみを処理してください。

　野焼きしている現場を見つけたら、警察に通

報するか、市役所環境課までご連絡ください。

ご協力をお願いします。

問 環境課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１　 

女性のための
創業支援セミナー開催

　取引又は証明に使用するはかりは、２年に1

回定期検査を受けなければなりません。

　行方市においても、今年度次の日程により定

期検査を実施いたしますの

で、最寄りの会場で必ず受検

するようお知らせいたします。

○定期検査日時・場所

月日 時　　間 場　所

2/15
( 月 )

10：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

麻 生 庁 舎

2/16
( 火 )

10：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

玉 造 庁 舎

2/17
( 水 )

10：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

北 浦 庁 舎

2/18
( 木 )

10：30 ～ 12：00
13：00 ～ 15：00

北 浦 庁 舎
（予備日）

○当日持参するもの

　①手数料（1台当たり520円～3,000円程度）

　②受検通知ハガキ

　③はかり（分銅・おもりも必ず持参）

問 商工観光課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１
　茨城県指定定期検査機関

　社団法人茨城県計量協会  ☎ ０２９－２２５－７９７３

　茨城県計量検定所検査課  ☎ ０２９－２２１－２７６３

○創業の動向と心構え、創業・起業に必要な

諸手続き

○創業成功のポイント

　－実践：事業計画書作成、

　　　　　　　　マーケティング・販売戦略－

○創業チャレンジ相談会

○創業体験談

○創業・起業に必要な会計知識

○創業計画の立て方と創業に係る融資制度

日　時　１月３０日（土）午前１０時～午後４時３０分

　　　　　　　　２月６日（土）午前１０時３０分～午後４時３０分

場　所　ポリテクセンター茨城

　　　　（常総市水海道高野町５９１）

募集人数　４０名（先着順）

参加料　無料

問 茨城県女性青少年課女性プラザ
　男女共同参画支援室　☎ ０２９－２３３－３９８２

はかりの定期検査についての
お知らせ

　社団法人日本オストミー協会茨城県支部で

は、オストメイト社会適応訓練事業の一環とし

て、オストミー講習会を開催します。

①講師

　独立行政法人　国立病院機構水戸医療センター

　皮膚排泄ケア認定看護師　磯野貴久江 氏

②個別相談

③ストマ用装具　展示・説明

期　日　１月３１日（日）

時　間　午前１０時～午後２時３０分

場　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　（鹿嶋市宮中463-1）

料　金　１，０００円（昼食代等）

問（社）日本オストミー協会茨城県支部
　中部地区センター（水戸市見川町2563-594）

　☎ ０２９－２４１－８２９０

野焼きは法律により禁止されています

鹿行はつらつ交流発表会

日　　時　１月３１日（日）午前１０時～午後５時

場　　所　レイクエコー多目的ホール

内　　容　鹿行地域に在住する老若男女が交

流を深め合いながら、芸能や文化

活動を発表する。

出演種目　舞踊・歌謡・詩吟・フラダンス・器

楽演奏・よさこいソーラン

主　　催　鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会

○入場無料です。

　

問 鹿行地域高齢者はつらつ百人委員会
　文化部　志村乃婦　☎ ０２９９‐６４‐６５８７

人工肛門・人工膀胱
保持者のための講習会

生ごみ処理容器購入費補助制度
再募集

～自家製堆肥を作成し、ごみ減量化（ＣＯ２削減）

に協力しながら家庭菜園や草花の育成に役立て

てみませんか！～

　市では、各家庭から排出される生ごみの減

量、および資源の再利用の意識の高揚を図るこ

とを目的に、生ごみを減量化し、堆肥化させる

容器を購入する市民に対して、下記のとおり補

助金を交付いたします。

＊購入した生ごみ処理機等の上限は下記のとお

りです（消費税を除き、１００円未満は切り捨て）

補助対象器 補助金額

コンポスト容器
（土壌の表層に設置、土中の
微生物の活動を利用する等の
方式による生ごみ処理容器）

１世帯につき２基まで
（上限３，０００円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

密閉型発酵容器
（密閉型で生ごみ発酵剤
を使用する等の方式によ
る生ごみ処理容器）

１世帯につき２基まで
（上限 2，０００円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

電動式生ごみ処理器
（電動式で、細かく切り、
乾燥式、バイオ式等の方
法による生ごみ処理容器）

１世帯につき 1基まで
（上限 20,000 円）
（但し、基準額は購入
費の 1/2 とする）

＊補助対象者条件：行方市住民登録又は外国

人登録、市税等完納している方

＊申請手順等：生ごみ処理容器を購入後、領収

書【ただし、商品名（コンポスト等）が明記

されたもの】・保証書のコピー（電動式生ご

み処理機のみ）・印鑑及び補助金を振り込む

金融機関の口座番号等控え(郵便局は除く) 

を持参の上環境課まで。

問・申 環境課（北浦庁舎）
　☎ ０２９１－３５ー２１１１　　０２９１－３５－３２５８

住みよい行方地区づくり
新年のつどい

～みんなであつまろう　たのしもう一日を～

日　　時　１月２４日（日）

　　　　　午前１０時～午後３時

場　　所　西浦地区学習センター（行方市行方）

内　　容　ひょっとこお

どり・民謡おどり・新舞踊・

詩舞・ソーランおどり・詩

吟・カラオケ・心肺蘇生法

（ＡＥＤの説明と実技～い

ざというときに～）健康リ

ハビリ体操・消火栓そのほかの話・地域のごみ・

空き缶拾い

※上履きとお弁当を持参してください。

問 行方市行方区　新年のつどい実行委員会　
　荒張髙一　☎ ０２９９－７７－００５０

平成 22 年度　小学校入学児童に
対する入学祝品の贈呈について

　社団法人茨城県母子寡婦福祉連合会より、

ひとり親家庭（母子家庭、父子家庭）のお子さ

んに入学祝品（学用品）を差し上げます。

　該当児童のいらっしゃるひとり親家庭で入学

祝品を希望される保護者の方は、下記申込先

へお子さんの氏名、性別、生年月日、保護者氏名、

住所、（連絡先）を１月２９日（金曜日）までに

申し出てください。

問・申 行方市社会福祉協議会
　☎ ０２９９ー３６ー２０２０

里山整備機械の貸付け及び講習会
の開催について

　貸付けにあたり、市で開催する機械の講習会

を受講していただくこととなりますので、貸付け

を希望される方は、講習会へご参加ください。

貸付けする機械　草刈機２台　チッパー１台

日　時　１月３０日（土）　午後1時 30分～

　　　　※1時間程度です。

料　金　講習会参加料は無料です。

貸付料　草刈機　　1日1,000円

　　　　チッパー　1日4,000円

申込みは必要ありません。直接お越しください。

問 農林水産課（北浦庁舎）
　☎ ０２９１ー３５ー２１１１



婚活ナビ☆パーティー情報☆

2/5（金）　素敵な予感♪ふれあいパーティー
時　　間　19：00～ 21：00
場　　所　アジュールひたちなかウエディングヴィラ
　　　　　（ひたちなか市）
対 象 者　男性：30～ 45歳
　　　　　女性：年齢フリーの独身者
　　　　　（各 35名）
募集開始　1/5（火）

2/6（土）☆ＴＯＰＧＵＮ
　　　　　　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＰＡＲＴＹ☆
時　　間　13：00～ 16：00
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
対 象 者　35歳以下の独身者（女性のみ40名）
募集開始　1/6（水）

2/7（日）スペシャル♪フラメンコライブ
　　　　　　　　　 ＆ふれあいパーティー
時　　間　12：30～ 16：30
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
　　　　　ほか
対 象 者　年齢フリーの独身者（各 20名）
募集開始　1/7（木）

2/11（木・祝）2010年宇宙の旅 inつくば
　　　　　　　　　　　＆ティーパーティー
時　　間　13：30～ 18：00
場　　所　つくば国際会議場内レストラン
　　　　　エスポワール（つくば市）
対 象 者　男性：30～ 45歳
　　　　　女性：年齢フリーの独身者
　　　　　（各 20名）
募集開始　1/12（火）

2/12（金）♪レッツクッキング！
　　　　　　　　　バレンタイン大作戦！！
時　　間　19：00～ 21：00
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　1/13（水）

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
① 1/11（月）14：0０～オークラフロンティア

ホテルつくば（つくば市）②１/16（土）14：

00 ～ＨＯＴＥＬ　ＣＡＮＫＯＨ　霞ヶ浦観光ホテル（土

浦市）③１/17（日）14：00 ～イーアスつくば（つ

くば市）④ 1/20（水）19：00 ～ラ・フォレス

タ・ディ・マニフィカ（土浦市）⑤ 1/31（日）

14：00 ～ホテルグランド東雲（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

第17回　ふれあいソフトバレーボール大会
参加者募集

　幅広い年齢層を対象に、楽しくプレ－できる

生涯スポ－ツのひとつ、ソフトバレ－ボ－ルの

普及・発展を目的として開催します。

　多くの皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時　2月１４日（日）開会式　８時～

競技種目　

○ウィメンズクラス

（学生、生徒、一般、年齢制限無し）女子のみ

○フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチーム内に入る場合は２名以内とする

○ブロンズクラス（30歳代の男女と40歳以上

の男女それぞれ一人）

○シルバークラス（40歳代の男女と50歳以上

の男女それぞれ一人）

○ゴールドクラス（50歳以上の男女それぞれ２名）

場　　所　北浦運動場体育館アリーナ

　　　　　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターアリーナ

料　　金　１チーム　2,０００円

　　　　　　　　　　＊代表者会議時に納入願います。

申込方法　申込用紙は市内各運動場にありま

　　　　　す。

申込締切　代表者会議当日まで

＊すべてのクラスで監督を含め８名以内で構成

されたチーム

＊審判については、各チームの相互審判で行う

※代表者会議を２月６日（土）午後７時より行方

市玉造農村環境改善センター（玉造海洋セン

ター隣）で行いますので、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

応募資格

【予備自衛官補（一般公募）】

　日本国籍を有する方で１８歳以上３４歳未満

の方（自衛官であった方は、自衛官であった期

間が１年未満の方）

【予備自衛官補（技術公募）】

　日本国籍を有する方で１８歳以上５５歳未満

で国家免許資格等を有する方（国家免許資格の

詳しい内容はお問合せください。又、自衛官で

あった方は自衛官であった期間が１年未満の方）

受付期間　１月１２日（火）～４月９日（金）

　　　　　締切日必着

試験期日　４月１７日（土）、18日（日）、１９日（月）

　　　　　のいずれか１日を指定

試 験 場　受付後、別途各人に通知します。

試験内容　筆記試験、口述試験、適性検査、

　　　　　身体検査　

問・申 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　（航空自衛隊百里基地内）

　☎ ０２９９－５２－１３６６

予備自衛官補募集 平成２１年度身体障害者を対象とした　

市町村立小中学校職員採用選考案内

受付期間　１月７日（木）～１月２１日（木）

○持参による申込みの場合、土曜日、日曜日、

祝日を除く。

○郵送による申込みの場合、１月２１日（木）消

印有効

○インターネットによる申込みの場合、最終日

は午後５時まで受信有効

選 考 日　２月４日（木）

選考会場　茨城県庁　１１階会議室

職　　種　小中学校事務

採用予定人員　１名程度

選考を受けることができる資格

①昭和 54年４月２日から平成４年４月１までに

　生まれた人

②身体障害者手帳の交付を受け、その障害の

　程度が1級から６級までの人

③通常の勤務時間（原則として週４０時間、1日

８時間）に対応できる人

④活字印刷文（文字の大きさは１０ポイント）に

よる出題に対応できる人

⑤茨城県内に住所を有する人（在学又は訓練所

入所のため一時県外に居住している人で、家

族が県内に住所を有する人を含む）

※詳しくはお問合せください。

問・申 茨城県人事委員会事務局（茨城県庁内）
　〒310-8555　水戸市笠原町978 番地 6

　☎ ０２９－３０１－５５４９　FAX  ０２９－３０１－５５５９

　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。

期　　日　２月１２日（金）～２月１４日（日）

時　　間　集合・出発時間　

　　　　　１2日（金）午後9時３０分（1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）

　　　　　スキー経験初級者以上の方のみ

人　　数　４０人（定員になり次第締切）

行 　 先　安比高原スキー場（岩手県）

宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野４６４－６

　　　　　民宿「いろり」☎ ０１９５－７２－５１５０

料　　金　一　般　　　25,000円

　　　　　小学生以下　20,000円

※リフト代（２日分）含む。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6,000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　２月５日（金）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

「スキー教室」参加者募集！水郷なめがた水辺の里
写真コンクール展示会

　入選作品及び応募作品の展示を霞ヶ浦ふれあ

いランド虹の塔で実施します。

　展示作品の中で人気投票も開催！

期　　日　１月１６日（土）～３１日（日）

　　　　　※月曜は休館日となります。

時　　間　午前９時30分～午後４時３０分

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド　虹の塔

料　　金　入館料　( 大人６００円小人３００円）

問 行方市観光協会　
　☎ ０２９１－５５－１２２１　 

募　　集

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。

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。
登録方法がわからないときはお気軽に秘書広聴課（☎ ０２９9－７２－０８１１）まで

※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。

水郷美術展覧会作品募集

開催期間　２月１０日（水）～２月１４日（日）　

午前９時～午後５時（最終日は午後３時まで）

搬入期日　２月９日（火）

　　　　　午前１０時から正午まで

会　　場　潮来市立牛堀公民館

部　　門　

絵画  ４０号以内（油彩、水彩、パステル、版画、

　　  日本画、水墨画）

書道  縦２．１２ｍ（７尺 ) 横０．９ｍ（３尺 ) 以内

写真  半切～全紙（高校生は四切可）

陶芸  縦、横、高さ１ｍ（３．３尺）以内

出 品 者　水郷美術家協会に所属する者及び

潮来市・行方市に在住・在勤の者で、出展部門

の美術を深く愛好する者で高校生以上の者

出 品 料　１，０００円（高校生は５００円） 

申込方法　行方市教育委員会生涯学習課・各

公民館へ申込用紙を提出してください。（申込用

紙は生涯学習課・各公民館にあります）また専

門部内の出品に関しましては各部内で取りまと

めて提出してください。（ＦＡＸ可）

申込締切　１月２５日（月）

問・申  生涯学習課（北浦庁舎）
　☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－１７８５


