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お 知 ら せ

生ごみ処理容器購入費
補助制度のお知らせ

「自分の身は自分で守る」という意識をしっかり

と持ち、大雨の時の注意・早めの避難をするこ

とが大切です。　

こんなときは注意・避難しましょう！

◇土石流（どせきりゅう）

「山鳴り」といって、山全体がうなっているような

音がする時・川の流れが急ににごったり、木が

流れてきた時・雨が降り続いているのに、川の

水がへっている時

◇地すべり（じすべり）

地面にひび割れができた時・地面の一部分が

へこんだり、盛り上がった時・池や沼の水の量が、

急に変わった時・井戸の水がにごった時

◇がけ崩れ（がけくずれ）

がけから小石がパラパラと落ちてきた時・がけ

にわれ目ができた時・がけから水がわき出てき

た時

結婚適齢期のお子様を持つ親御さんの会を

開催します。

日　　　　時　　６月 26 日（土）午後２時～４時３０分

　　　　　　　　　　受付　午後１時３０分～

場　　　　所　　ワークヒル土浦

　　　　　　　　　　（土浦市木余東台 4-1-1）

会　　　　費　　１人　２，０００円　　２人　４，０００円

募集定員　　４８人

申込方法　　５月２５日より受付を開始しますので

直接下記まで

問・申 いばらき出会いサポートセンター

☎ ０２９－２２４－8888　

土砂災害防止月間 6/1 ～ 6/30
がけ崩れ防災週間 6/1 ～ 6/7

ペアレント講習会

～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）・印鑑および補助金を振り込

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　 FAX ０２９１－３５－３２５８

里山整備機械の貸し付けおよび
講習会の開催について

　貸し付けにあたり、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、貸し付けを希望

される方は、講習会へご参加ください。

貸し付けする機械　草刈機２台　チッパー１台

日　時　5月21日（金）　10 月23 日（土）

　　　　1月28 日（金）　午後1 時 30 分～

　　　　※1 時間程度です。

場　所　北浦庁舎　駐車場

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

申し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

行方市北浦衛生センターは平成 22 年 3 月 31 日をもって閉鎖しました

のでお知らせいたします　【問合せ】環境課　℡　0291-35-2111

みんなで防ごう土砂災害

自動車税は納期限（５月３１日）
までに納めましょう！

　自動車税は毎年４月１日現在の所有者（登

録名義人）に課税されます。お近くの金融機

関、コンビニエンスストアまたは県税事務所

で納期限までに納税してください。

　また領収書と継続検査用（車検用）の納税

証明書は、車検のときに必要となりますので

大切に保管してください。

 問茨城県行方県税事務所

　　　　　　　　　　☎ ０２９９－７２－０４８２

募　　集

母子家庭等自立促進講習会

訪問介護員２級課程講習会

母子家庭等の就労支援対策の一助として、

母子家庭等の自立促進を図るための講習会を

開催いたします。

対 象 者　母子家庭の母及び寡婦

　　　　　※母子家庭等となり、おおむね７

　　　　　年以内で全日程出席できる方

講習期間　６月 27 日～ 11 月 21 日（延べ　

　　　　　22 日間）午前 9 時 30 分～午後 4

　　　　　時 30 分

講習会場　　　　　　　　水戸市八幡町 11-52

　　　　　　　　　　　　県立母子の家　母子福祉センター

申込方法　行方市社会福祉協議会に申込用紙

　　　　　等が置いてあります。

申込締切　5 月 22 日（消印有効）

問・申 　行方市社会福祉協議会

行方市玉造甲 403　☎ ０２９９－３６－２０２０　

『資源ごみ』集団回収団体募集

　市では、ごみの減量、再資源化により「環

境にやさしいまちづくり」を進めるために資

源ごみの集団回収団体を募集します。家庭か

ら出るごみには、新聞・ダンボール・雑誌・

生ビンなどの再資源化の出来る物があり、こ

れらを回収して業者に売却した量目により、

一団体あたり年額２５，０００円を上限とし

て奨励金を交付します。

　今年度の集団回収団体募集の説明会並び

に参加受付を下記のとおり開催します。

日　　時　５月２０日（木）午後７時～

場　　所　北浦庁舎 ２階 第 1 会議室

持参する物　代表者印鑑

　　　　　奨励金振込先金融機関の口座番

　　　　　号（郵便局不可）

 問　環境課　☎ 0291-35-2111

『いばらき営農塾』受講者募集

　県では、茨城県内でこれから農業を始める方

や農業を始めて間もない方を対象に、農業技術

の基礎を体系的に学べる研修を行います。

営農支援研修（Ａコース）６月上旬～９月中旬

（原則、水曜日の夜間と土曜日の日中）

対象者：野菜を中心とした本格的な農業経営

を目指す概ね４５歳までの方

定年帰農者等支援研修（水稲入門コース）

６月中旬～１０月中旬　

（原則、平日の夜間と土曜日の日中）

対象者：農産物を販売し収入を得ようとする概

ね６５歳までの方

場　　　　所　茨城県立農業大学校

内　　　　容　農業基礎知識の講義と実習

定　　　　員　各４０名

受 講 料 無料（ただし、テキスト代等別途）

申込方法　最寄りの農業改良普及センターを経　

　　　　　　　　　由して、茨城県立農業大学校に申し

　　　　　　　　　込んでください。申込者多数の場合

　　　　　　　　　には選考の上、受講者を決定させて

　　　　　　　　　いただきます。

申込締切　営農支援研修（Ａコース）：5/１４（金）

　　　　　　　　　定年帰農者等支援研修（水稲入門　

　　　　　　　　　コース）：５/２１（金）

問　茨城県立農業大学校　研修科

☎ ０２９－２９２－００１０　 FAX ０２９－２９２－０９０３

行方地域農業改良普及センター

☎ ０２９９－７２－０２５６　 FAX ０２９９－７２－１６９０

　県では消費生活専門相談員（（独）国民生

活センター認定）の資格取得を目指す方を対

象に、講座を実施します。消費者問題に関心

を持ち、専門知識の習得に意欲を持った人を

募集します。

期　　日　７月～（２カ月程度）

人　　数　定員　６０人（書類選考による）

場　　所　茨城県開発公社ビル

料　　金　受講料は無料（ただしテキスト代

　　　　　は受講者負担）

申込方法　履歴書に受講希望理由（400 字以

　　　　　内）を添えて、郵送または持参

申込締切　５月 20 日（木）必着

問・申 茨城県消費生活センター

〒310-0802 水戸市柵町 1-3-1水戸合同庁舎内

☎ ０２９－２２４－４７２２　 FAX  ０２９－２２６‐９１５６

茨城県消費生活相談員等養成講座
受講者募集

　年齢を重ねると歯の本数が減り、食事が困

難になってきます。また、入れ歯や部分的に

歯がない状態は、歯のある状態より衛生を保

つことが難しくなります。また、口の中を不

衛生にすると、歯だけの問題ではなく、

命に関わる重大な病気を引き起こす原因に

もなります。

　好きなものをいつまでもおいしく食べ続

けるために、口腔ケア（口腔衛生）について

の正しい知識を学びましょう！

期　　日　６月 18 日（金）7 月 15 日（木）

　　　　　　　　8 月 6 日（金）（全 3 回）

時　　間　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

対 象 者　北浦地区にお住まいの 65 歳以上の方

人　　数　20 人

場　　所　北浦保健センター

料　　金　参加費　無料

申込方法　電話でお申込みください。

　　　　　（定員になり次第締切）

申込締切　６月 11 日（金）

問・申 介護福祉課　地域包括支援センター

（玉造保健センター内）☎ 0299－55－０１１４

※玉造地区（９月～１０月）、麻生地区（１月～３月）　

　の開催については、後日お知らせいたします。

口腔機能向上教室参加者募集



婚活ナビ☆パーティー情報☆

5/29（土）みんなでしゃべらないと！！⑧
時　　間　13：30 ～ 16：30
場　　所　三の丸庁舎 3 階会議室（水戸市）
対 象 者　20 代・30 代
募集開始　4/28（水）

6/4（金）　プチパーティー☆★ GO！コン♪
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　未定
対 象 者　年齢フリー
募集開始　4/30（金）

6/11（金）みんなでしゃべらないと！！⑨
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　三の丸庁舎 3 階会議室（水戸市）
対 象 者　45 歳以下
募集開始　5/11（火）

6/12（土）レッツ♪クッキング！！
時　　間　14：00 ～ 17：00
場　　所　中川学園調理技術専門学校
　　　　　（水戸市）
対 象 者　40 歳以下
募集開始　5/12（水）

6/19（土）ニイハオ！チャイニーズパーティー！
時　　間　11：30 ～ 14：00
場　　所　広東料理　シュウロンＦＳ
　　　　　（阿見町）
対 象 者　男性 45 歳以下・女性フリー
募集開始　5/18（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/

○卓球教室○
日　　程　６月４日（金）～１０月２９日（金）

　　　　　全 20 回　毎週金曜日

時　　間　午後7 時 30 分～ 9 時

対 象 者　市在住の小学生から一般まで

会　　場　麻生運動場　体育館

料　　金　小中学生　６００円

　　　　　高校生以上　１，６００円

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号・学校名

を記入の上お申し込みください。

服　　装　運動のできる服装（ジャージなど）

　　　　　※ラケットを持っている方は持参し

　　　　　　てください。

各種スポーツ大会・教室参加者募集

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

○春季バドミントン大会○

種　　目　男子ダブルス・Ａクラス（上級者）・

　　　　　Ｂクラス（中級者）・Ｃクラス（初級者）

　　　　　女子ダブルス・Ａクラス（上級者）・

　　　　　Ｂクラス（中級者）・Ｃクラス（初級者）

日　　程　６月2０日（日）

時　　間　午前 8 時 30 分受付　9 時開会式

対 象 者　高校生以上市内在住在勤・又は市

　　　　　内クラブで活動されている方

会　　場　北浦運動場　体育館

料　　金　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

直接お申し込みください。

申込締切　６月６日（日）まで

○対戦組合せは主催者に一任させて頂きます。

○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。

○高校生は３年生がＡクラス、１・２年生はレベルに応じ

　　て申し込んでください。

○参加数が３組未満の種目は行いません。

○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。

○行方市長杯ソフトバレー大会

及び審判講習会○
種　　目　
ウィメンズクラス（学生、生徒、一般、年齢制

限無し）全員女子のみ編成

フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチームに入る場合は２名以内）

ブロンズクラス（３０歳代の男女と４０歳代の男

女それぞれ１人）

シルバークラス（４０歳代の男女と５０歳代の男

女それぞれ１人）

ゴールドクラス（５０歳以上の男女それぞれ２名）

※すべてのクラスで監督を含め９名以内で構成され

　　たチーム

期　　日　５月１６日（日）

時　　間　午前８：３0 ～

対　　象　市内在住・在勤者

場　　所　北浦運動場　体育館

料　　金　１チーム　２，０００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。

申込締切　５月９日（日）

◎代表者会議を５月９日（日）午後７時より玉造

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。

○ソフトテニス教室○
期　　日　５月２２日（土）～１１月末まで

　　　　　（毎週土曜日）　

時　　間　午後７時～９時

対　　象　市内在住・在勤者

場　　所　玉造運動場（テニスコート）

料　　金　小・中学生６００円

　　　　　高校生以上１，６００円

　　　　　（スポーツ安全保険掛け金）

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号・勤務

　　　　　先（学校名）を記入の上、お申し込

　　　　　みください。

申込締切　５月２１日（金）

服　　装　運動のできる服装（ジャージなど）

　　　　　※ラケットを持っている方は持参し

　　　　　　てください。

○弓道教室○

期　　日　６月２日（水）～７月２８日（水）

　　　　　（全１７回）毎週水・日曜日　

時　　間　水曜　午後７時３０分～９時３０分

　　　　　日曜　午前１０時～１２時

対　　象　高校生以上

　　　　　※初心者の方も丁寧に指導します。

　　　　　※市外の方も参加できます。

場　　所　麻生運動場　弓道場

料　　金　１，６００円（スポーツ安全保険掛け金）

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号を記入

　　　　　の上、お申し込みください。 

服　　装　運動のできる服装、または弓道着

　　　　　※弓道具を持っている方は持参して

　　　　　ください。ない方については事務局

　　　　　で対応します。

○ジュニア親子ハンドボール教室○

期　　日　６月１０日（木）～９月１６日（木）

　　　　　毎週木曜日　

時　　間　午後７時～９時（全１５回）

対　　象　幼児～小学生・参加者の保護者

場　　所　麻生運動場 体育館

参 加 費 １，０００円（スポーツ安全保険掛け金等）

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号・勤　

　　　　　務先（学校名）を記入の上、お申

　　　　　し込みください。

服　　装　運動のできる服装（ジャージなど）

○フットサル教室参加者募集○

期　　日　５月１１日（火）～７月末まで　　　

　　　　　（毎週火曜日）

時　　間　午後７時から午後８時

対　　象　市在住小学生（初心者歓迎）

場　　所　麻生運動場 体育館

料　　金　スポーツ保険加入代　６００円

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号・勤務

　　　　　先（学校名）を記入の上、お申し込

　　　　　みください。

服　　装　運動のできる服装（ジャージなど）

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 5 月 22 日（土）14：００～
筑西市アルテリオ（筑西市）
② 5 月 29 日（土）14：00 ～
ホテルグランド東雲（つくば市）
③ 5 月 30 日（日）　14：00 ～
ビアスパークしもつま（下妻市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

春のハイキング参加者募集

期　　日　６月 18 日（金）

行　　先　栃木県  八方ヶ原

参 加 費 １名　３，０００円

参加資格　行方市内に住所を有する者

募集人員　８０名

募集期間　５月１日（土）～５月 25 日（火）

　　　　　「必着」

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚

　　　　　で２名まで。２名の住所、氏名、

　　　　　年齢、性別、電話番号を書いて申

　　　　　し込んでください。ただし、同一

　　　　　人が複数申し込んだ場合は全て

　　　　　無効

＜往復ハガキ記載例＞

※参加申し込み人数が募集人員を超えた場

　合は、主催者側で厳正なる抽選により決定

　します。

※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。

※参加申し込みによる個人情報は目的以外

　には使用いたしません。

 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

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際
は代表者の住所・氏
名）

（裏面白紙）〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市
体育協会事務局

（裏面）
参加申込者住所
氏名・年齢・性別
電話番号

（２名まで申し込みでき
ます）

＜★往信　表＞　　　　＜☆復信　裏＞

＜☆復信　表＞　　　　＜★往信　裏＞


