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　K って何 !?　霞ヶ浦、香取海、鹿島・香取

神宮、海夫、環境、観光、公魚（ワカサギ）、

河川改修、開発、管理、鯉・・・!?

　答えは２月２８日（日）霞ヶ浦ふれあい

ランドで

①午前 10 時～ 12 時

　「目と耳と肌で水辺の環境を知る」

　公開「生き物アカデミー」先着 30 名

② 12 時～午後 1 時 30 分

　「霞ヶ浦の魚で昼食会 & コンサート」

　コイ、ワカサギ料理等150 食用意　300円

　霞ヶ浦の歌を覚えよう

③午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

霞ヶ浦定期連続講座第 16 回「霞ヶ浦浄化

緊急提案」

・私の水質浄化大作戦：浜田篤信

・船大工が水質浄化槽をつくる：田上勇一

④小池三郎霞ヶ浦写真展、「私の水質浄化技

術・アイデア」パネル展示（展示期間 2

月 11 日～ 21 日）

　なお、「私の水質浄化技術・アイデア」を

公募いたします。パネル・実物展示（2 ×２

ｍ以内）。締切り：2 月 13 日

会　場　霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館

主　催　行方市開発公社

共　催　NPO法人霞ヶ浦アカデミー

問  霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館

　 ☎ ０２９９－５５－３９２７　　　　

霞ヶ浦水産フェスタの復活！

Ｋ フェスタ

お 知 ら せ

　安全・安心な農産物は消費者みなさんの願い

です。最新の農薬情勢や適正な使用方法等に

ついての正しい知識を理解して、農薬による事

故を防ぎ、安全・安心な農産物を生産・出荷し

ましょう。

日　時　２月18日（木）午後７時～

対象者　市内在住の生産者

場　所　玉造農村環境改善センター（B&G内）

【内容】

①農薬情勢と適正使用について

②生産履歴記帳について

③その他

問 農林水産課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１

『桜田門外ノ変』
映画製作協力券発売

　新型インフルエンザ予防接種費用助成対象

者で助成券（オレンジ色）が届く前に予防接種

をされた方及び医療機関で助成券（オレンジ色）

が使えなかった方並びに基礎疾患を有する方を

対象に償還払い申請窓口を２月中（毎週土曜日）

にのみ開設いたします。

期　　日　２月 ６日（土）・２月１３日（土）

　　　　　２月２０日（土）・２月２７日（土）

受付時間　午前９時～午後４時まで

申請場所　麻生保健センター・北浦保健セン

ター・玉造保健センター

※平日は北浦保健センターでのみ受付

対 象 者　・助成券（オレンジ色）が届く前に

予防接種をされた方・医療機関で助成券（オレン

ジ色）が使えなかった方・基礎疾患を有する方

申請書類　助成券（オレンジ色）・新型インフル

エンザ予防接種済証（医療機関発行）・領収書・

振込口座が確認できる通帳（コピー可）・印鑑

※旧郵便局通帳はご利用できませんのでご注意

ください（ゆうちょ銀行は可）。

※季節性インフルエンザ予防接種の償還払い申

請はできませんのでご注意ください。

問 健康増進課（北浦保健センター）
　 ☎ ０２９１－３４－６２００

　映画『桜田門外ノ変』の製作協力券を発売し

ます。映画鑑賞券の「全国共通特別鑑賞券」、

千波湖畔に建つ「オープンセット先行入場券」・

「展示館・オープンセット入場券」の3 枚セット

で2,000円です。今なら、ご購入の方限定品で

「徳川光圀公三ツ葉葵紋のうつし金蒔絵」が特

典でついてきます。ぜひ、この機会をお見逃し

なく！！

販売期日　2月１日（月）～3月19日（金）

販売場所　行方市商工会・霞ヶ浦ふれあいランド・

行方市観光協会（市役所北浦庁舎）

　　　　　※施設の休業日を除く。

料　　金　２，０００円

問 行方市観光協会（市商工観光課内）

　 ☎ ０２９１－３５－２１１１

新型インフルエンザ予防接種に係る

償還払い申請窓口の開設について

　農林水産課では、行方市の豊富な農畜水産

物を使用して、新メニューを作成しました。ま

た、新しい転作作物として取り組んでいます飼

料用米を養豚農家に提供し、品質の良い肉をつ

くることを行っております。今回、新メニューの

発表及び試食会と、飼料用米豚肉と一般豚肉

の食べ比べを行いますので、皆さんお誘い合わ

せの上来場ください。

日　時　2月24日（水）午後1時 30分より

場　所　行方市文化会館及び北浦公民館

内　容　第一部　講演会

　　　　演題：「伝えたい弐湖の食」

　　　　中川学園調理専門学校　中川一恵先生

　　　　第二部　試食会

　　　　①行方産食材を使用した料理

　　　　　豚肉料理　鯉料理

　　　　②飼料用豚の食べ比べ（焼肉）

問 農林水産課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１

　県立鹿島養護学校では高等部生徒の職業教

育の一環として職場体験学習を実施しておりま

す。つきましては、新たな実習先を開拓してお

りますのでご連絡ください。

問 鹿島養護学校　進路指導部　担当　赤平

　 ☎ ０２９９－８２－７７００

行方産食材フェアを
開催します！

県立鹿島養護学校からのお願い

～茨城空港開港イベント～
七色帆引き船を操業します！

　3月11日の茨城空港開港イベントとして、七

色帆引き船を運航します。帆引き船の操業場所

は、沖洲沖合いです。詳しい内容は、決定次第、

市や観光協会HPにてお知らせ致します。

期　　日　３月１１日（木）・１３日（土）・１４日（日）

乗船場所　霞ヶ浦ふれあいランド

問 商工観光課（北浦庁舎）☎ ０２９１－３５－２１１１

あなたの近くに目の不自由な方は
いませんか？

　「水郷視覚障害者協会」は、障害者福祉の

向上を第１の目的とし、潮来市・行方市に在住、

又は勤務している視覚障害者並びにこの活動に

賛同される方を以って構成されている福祉団体

です。

　目の不自由な私たちにとって、移動の自由・

情報の取得の制限が大きなバリアになっていま

す。近年 ITの発展により情報の取得が幾分改

善されるようになってきました。当協会では、

そのITの活用を強く推進し、なおサポートも行っ

ています。（パソコン・携帯電話）

　「移動の自由」について当協会では、「福祉タ

クシー制度」創設に当初よりかかわり実現しま

した。また、「ガイドヘルパー」の充実を毎年訴

えてきています。

　活動に賛同され入会を希望される方は、事務

局へお電話または、E-mailにて受け付けており

ます。

会費　月額５００円（半年前納）

※会費は、当協会運営費に当てております。

問 水郷視覚障害者協会　

　 ☎ ０２９９－７２－１４８２（午前9 時～午後７時まで）

　 E-mail  tuka0622@agate.plala.or.jp

農薬適正使用講習会
を開催します

　就職及び生活に悩む母子家庭を支援するた

めの相談窓口です。※求人情報の提供や様々

な問題解決に向けて支援しますのでお気軽にご

相談ください。

時　間　月～金曜　

　　　　午前９時～午後５時

　　　　（祝日を除く）

問　茨城県鹿行県民センター

　　県民福祉課地域福祉グループ

　　☎ ０２９１－３３－６２６４

児童扶養手当を受給している
お母さんの就労相談

期　日　２月２４日（水）

時　間　午前１０時～１２時４５分

　　　　午後２時～３時１５分

対　象　１８歳～５４歳までの健康な方

場　所　セイミヤモール麻生店

問 鉾田保健所衛生課（鉾田市鉾田1367-3）

　 ☎ ０２９１－３３－２１５８

骨髄バンクドナー登録会

　行方市では、茨城県が平成 20 年度から導入した森林湖沼環境税を活用して、平成
21 年度身近なみどり整備推進事業により、市内３箇所で里山の整備を進めています。
　荒れた里山が、身近なやす
らぎの場に変わろうとしてい
ます。下刈りなどの整備をさ
れた後、彼岸花の球根を植え
る計画ですが、球根が足りま
せん。
　そこで、市民の皆さまから彼
岸花の球根を募集いたします。
　ご提供いただける方は、商
工観光課までご連絡ください。
　皆さまのご協力をお待ちし
ております。

問 商工観光課（北浦庁舎）

　 ☎ ０２９１－３５－２１１１

彼岸花の球根を集めています



婚活ナビ☆パーティー情報☆

3/6（土）　お楽しみ♪
観梅 TOUR  in 偕楽園　夜梅祭

時　　間　15：00～ 17：00
場　　所　偕楽園（水戸市）
対 象 者　未定（各 20名）
募集開始　2/2（火）

3/10（水）レッツクッキング！
ホワイトデーに向けての一品！

時　　間　10：00～ 14：00
場　　所　中川学園調理技術専門学校（水戸市）
対 象 者　年齢フリーの独身者（各２０名）
募集開始　２/４（木）

3/12（金）みんなでしゃべらないと！（６）
時　　間　13：30～ 16：30
場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　４５歳以下の独身者（各 15名）
　　　　　会員優先
募集開始　2/8（月）

3/13（土）いちご狩りTOUR
＆ジャム作りとTeaパーティー

時　　間　13：30～ 16：30
場　　所　林農園／ゆうゆう館（茨城町）
対 象 者　４０歳以下の独身者（各１５名）
募集開始　2/9（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/

行方市長杯バドミントン大会
参加者募集

　行方市体育協会バドミントン部主催による大

会です。

日　　時　３月７日（日）

受付  午前８時３０分～　開会式  午前９時～

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、

または市内クラブで活動されている方。近隣市

町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１組１，０００円

　　　　　（当日各チーム一括して徴収します。）

申込方法　ＦＡＸにて住所・氏名・連絡先・勤

務先・所属クラブ等を下記までご連絡ください。

申込締切　２月２１日（日）

＊種目　混合ダブルス・Ａクラス（上級者）・Ｂ

クラス（中級者）・Ｃクラス（初級者）

※前回入賞者は１つランクを上げてエントリーし

てください。

＊競技方法　リーグ戦及びトーナメント戦

＊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）単位で一括して申し込む

場合は、代表者の方が責任を持ってお申し込

みください。

③高校生は、３年生がＡクラス、１・２年生は

レベルに応じてエントリーをお願いします。

④メンバー変更は当日受付時に申し出てくださ

い。棄権のないようお願いいたします。なお、

参加料は棄権してもお支払いください。

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

募　　集

第８回　行方市民テニス大会
参加者募集

行方市体育協会テニス部主催による大会です。

期　　日　３月１４日（日）※雨天時３月２１日（日）

時　　間　午前９時集合 受付

対　　象　市内在住または勤務している者、若

しくは市内のクラブ等に所属している者

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　ＴＥＬまたはＦＡＸにて住所・氏名・

連絡先・勤務先・所属クラブ等を下記までご連

絡ください。なお、当日のお申込も受け付けま

すので奮ってご参加ください。

○種目　男子ダブルス　　女子ダブルス

　　　　男子シングルス　女子シングルス

○試合方法

　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予定）

　６ゲームマッチ（当日抽選）

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

生徒募集
茨城県立水戸南高等学校通信制課程

毎日通学できない方でも学べる通信制（単位制）！

受付期間

　一 般 入学：３月１２日（金）～２５日（木）

　編・転入学：２月１５日（月）～１９日（金）

　（土日、祝日を除く午前９時～午後５時）

応募資格　一般入学は、中学校もしくはこれに

準ずる学校を卒業または平成２２年３月卒業見

込みの者。編入学は、高校に在籍していたが、

現在退学していて、１８単位以上を修得してい

る者。転入学は、現在高校に在籍していて１８

単位以上修得する見込みがあり、正当な理由が

ある者。ただし、いずれも茨城県内に住所を有

する者又は茨城県の隣接県内に住所を有し茨城

県内に勤務地がある者

　以前に在籍していた高校で修得した単位を生

かせます。幅広い年代の方が学んでいます。

　お気軽にお問合せください。

問・申 茨城県立水戸南高等学校（通信制）

　☎ ０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）

　☎ ０２９－２４７－６１７３（事務室）

シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会
平成２２年度　上期受講者募集

　茨城県では、高齢者の介護予防を推進するため、「シルバーリハビリ体操」の普及を進めており

茨城県立健康プラザでは、この体操を普及するボランティアとして「シルバーリハビリ体操指導士」

の養成を行っています。講習会の全日程を修了し、認定の基準を満たした方には、茨城県知事の

認定証が交付されます。このたび、平成２２年度上期の養成講習会の受講者を次のとおり募集し

ます。

募集人員　２００名

申込資格（次の全ての要件を満たす者）

⑴ 茨城県民であること　⑵ 平成２２年４月１日現在で満６０歳以上であること（５０歳以上の方も

申し込みできますが、６０歳以上の方が優先されます。）　⑶ 常勤の職業に就いていないこと

⑷ 認定後に地域活動を行うことができること　⑸ 講習会の全日程に参加できること

講習会日程

コース 開催日（各コース８日間）
68 4/ 5（月）・4/ 8（木）・4/12（月）・4/15（木）・4/19（月）・4/22（木）・4/26（月）・4/28（水）

69 4/ 6（火）・4/ 9（金）・4/13（火）・4/16（金）・4/20（火）・4/23（金）・4/27（火）・4/30（金）

70 5/10（月）・5/13（木）・5/17（月）・5/20（木）・5/24（月）・5/27（木）・5/31（月）・6/ 3（木）

71 6/ 7（月）・6/10（木）・6/14（月）・6/17（木）・6/21（月）・6/24（木）・6/28（月）・7/ 1（木）

72 6/22（火）・6/25（金）・7/ 2（金）・7/ 6（火）・7/ 9（金）・7/13（火）・7/16（金）・7/20（火）

講習会場　茨城県立健康プラザ　　水戸市笠原町９９３－２（水戸保健所と同じ建物内です。）

講習時間　午前１０時～午後３時４５分（１日５時間程度）※初日のみ午前９時４５分開講

講習内容　〈講義〉介護予防とリハビリテーションの推進、解剖運動学、加齢と運動器の障害、食

生活と栄養 他 〈実技〉シルバーリハビリ体操※認知症サポーター養成講習会の内容も含んでいます。

受 講 料    無料（ただし交通費、昼食代は各自負担）

申込方法　往復はがきに下記のようにご記入の上お申し込みください。

※応募多数の場合は、受講コースの調整をしますので、ご記入漏れのないようにご注意願います。

※住所、氏名、電話番号については、健康プラザからの連絡等に使用いたしますほか、認定後に、

地域活動を行うため、お住まいの市町村や指導士会に提供いたしますのでご了承ください。

申込期間　２月２日（火）から２月２２日（月）まで（当日消印有効）

受講決定通知　受講コースは返信はがきにより、３月３日（水）までにお知らせします。

問・申 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部（水戸市笠原町９９３－２）

　☎ ０２９－２４３－４１７１

〒 311-0852

水戸市笠原町 993-2

茨城県立健康プラザ

　　　　　　　　行き

〈返信文面：

プラザが記入して送ります〉

受講者ご住所

お名前

①住所・郵便番号

②氏名・ふりがな

③性別

④生年月日

平成 22年 4月１日時点の年齢

⑤電話番号（お持ちの方は

FAX・メールアドレス）

⑥受講できるコース番号をすべ

てご記入ください。

《往信の宛名面》 《返信の文面》 《返信の宛名面》 《往信の文面》

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 3 月 20 日（土）14：００～
ふれあいの里石岡「ひまわりの館」（石岡市）
② 3 月 21 日（日）14：00 ～
イーアスつくば「イーアスホール」（つくば市）
③ 3 月 27 日（土）　14：00 ～
国民宿舎水郷（土浦市）
④ 3 月 28 日（日）　14：00 ～
牛久市中央生涯学習センター（牛久市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085


