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お 知 ら せ

茨城県不妊治療費助成事業
のお知らせ

対象となる治療　体外受精　顕微授精

助成内容　

１回の治療につき 15 万円を限度に、１年度当

たり２回まで、通算５年間

対象者（次の全てに該当すること）

・法律上の婚姻をしている夫婦で夫婦のいずれ

　か一方が県内に住所を有していること。

・夫婦の前年の所得の合計額が７３０万円未満

　茨城県が指定した医療機関

※詳細は鉾田保健所にお問い合わせください

不妊専門相談センター（不妊に関する県の相談窓口）

不妊治療を実施している産婦人科医師・泌尿器

科医師、カウンセラー、助産師が、県内２か所

で無料で相談をお受けしています。

場　　所　

茨城県三の丸庁舎（水戸市三の丸１－５－３８）

県南生涯学習センター（土浦市大和町９－１ｳﾗﾗﾋ ﾙ゙５F）

予約受付　茨城県産婦人科医会

　　　　　☎０２９－２４１－１１３０

問・申 鉾田保健所（鉾田市鉾田 1367-3）

　☎ ０２９１－33ー2158　

私立幼稚園就園奨励費補助金の
お知らせ

　市では、幼稚園教育のいっそうの普及充実を

図るための一環として、私立幼稚園の３歳児、

４歳児及び５歳児（３年～１年保育）を通園さ

せているご家庭で、保育料等の支払いの経済的

負担が大きい階層を対象として保育料等を補助

する措置を講じています。

対象となる範囲　行方市の住民で、私立幼稚園

（市内、市外を問わず）に３歳児、４歳児及び

５歳児を通園させている保護者の方。

保育料等の補助額　詳細については、幼稚園

を通じて保護者に通知いたします。

手続き　保育料等の補助を希望される方は、

幼稚園に申し出てください。その後、幼稚園を

通して配布される「保育料等減免措置に関する

調書」に必要事項を記入の上、幼稚園に提出し

てください。（６月中旬配布予定）

提出期限　６月３０日（水）

認定、通知及び補助の方法

該当者の認定は、行方市教育委員会が行い幼

稚園に通知します。

問 学校教育課（北浦庁舎）☎ ０２９１ー３５ー２１１１

募　　集

　市では、平成２０年度から若い力をまちづくりに

生かすべく自主的に活動する高校生の団体（行

方市内在住・在学の高校生５名以上で構成され

る団体）について「行方市若者まちづくり活動

費補助金」を設置し、その取組みを応援してい

ます。これまでに環境美化活動、研修活動が補

助金を活用した事業として実施されました。平

成２２年度における補助金活用の詳細につきまし

ては行方市役所企画課までお問合せください。

※当該事業は行方市若者まちづくり活動費補助

　　金交付要綱に基づき実施されます。

問・申 企画課（麻生庁舎）☎ ０２９９‐７２‐０８１１

　法的トラブルを抱えてお困りの方に、最適

な相談窓口や解決に役立つ法制度に関する

情報をお知らせいたします。また、資力の少

ない方を対象とした無料法律相談所のご案

内も行っています。

電話番号　0570-078374

開設時間　月～金　午前 9 時～午後９時

　　　　　土曜日は午後５時まで

　　　　　（日曜日と祝日は休みです） 

　登記、供託、戸籍・国籍、人権擁護など法

務局の取り扱う業務全般について、法務局職

員及び人権擁護委員が相談に応じます。秘密

は固く守ります。

期　　日　６月６日（日）

時　　間　午前 10 時～午後４時

　　　　　（ただし受付時間は午後３時まで）

場　　所　チェリオショッピングセンター

　　　　　（鹿嶋市宮中 290-1）

内　　容　境界争い、相続・贈与・売買など

　　　　　の登録手続、抵当権の抹消手続、

　　　　　地代家賃の供託手続、戸籍の届出

　　　　　方法、成年後見制度、サラ金の取

　　　　　立て問題、夫婦・親子など家庭内

　　　　　の問題、近隣とのトラブル、セク

　　　　　ハラ、子どものいじめ、ＤＶ問題

　　　　　など

 問水戸地方法務局総務課☎０２９‐２２７‐９９１１

法務総合相談所開設のお知らせ

高校生によるまちづくり活動の
支援について

市公用車を売却します

売却方法 条件付一般競争入札

【入札物品】

■いすヾ ２ｔダンプ 排気量：３．６３Ｌ

初年度登録：昭和６２年３月

車検満了日：平成２２年３月２８日 

走行距離（km）：１４４，６８６（Ｈ22.4.30 現在）

参考価格（税抜き）：５，０００円

■いすヾ 糞尿車 排気量：４．５７Ｌ 

初年度登録：平成１２年３月

車検満了日：平成２２年３月２７日 

走行距離（km）：８３，８７８（Ｈ22.4.30 現在）

参考価格（税抜き）：９８，０００円

■いすヾ 糞尿車 排気量：４．３３Ｌ 

初年度登録：平成３年９月

車検満了日：平成２２年１１月１日 

走行距離（km）：１７３，６４７（Ｈ22.4.30 現在）

参考価格（税抜き）：１０，０００円

【入札参加資格】

（１）［個人の場合］行方市に住民基本台帳登録・

又は外国人登録されている方

 ［法人の場合］行方市に事業所を有する法人

（２）市税に未納の税額がない者

【入札案内書】

配付日 ６月１日（火）から（土・日を除く）

場所 北浦庁舎 環境課

【参加申込】

期間 ６月１５日（火）～６月２１日（月）（土・日

を除く）場所 麻生庁舎 財政課

【物品公開】

日時 ６月１０日（木）午前９：００～午後４：００

場所 北浦庁舎駐車場

【入札予定】

日時 ７月８日（木）

場所 麻生庁舎 第３会議室

※その他入札参加申込方法、申込条件等があ

ります。詳しくは「入札案内書」をご覧ください。

問・申 　入札：財政課　☎０２９９‐７２‐０８１１

　　　　　　　　　　　物品：環境課　☎０２９９‐35‐２１１１

行方市シルバーリハビリ体操
　　　指導士３級養成講習会

　講習会の全日程を修了し，認定の基準を満た

した場合は，茨城県知事の認定証が交付され

ます。

募集人員　３０名※原則として応募された方は

全員受講していただけますが，応募者多数の場

合は，受講日程が２３年度に持ち越されること

もありますので，ご了承下さい。　　

申込資格　（１）行方市民で、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

人も申込みできますが、６０歳以上の方が優先

されます。）（２）常勤の職業に就いていないこ

と（３）認定後に地域活動を行うことができる

こと（４）緊急やむを得ない事情をのぞき、講

習会の全日程に参加できること

講習会日程

日　程 会　場 備　考

６月 29 日（火）茨城県立健康プラザ
（水戸市）

開講式

7月 6日（火） 玉造保健センター

7月 8日（木） 玉造保健センター

7月 13 日（火） 玉造保健センター

7月 15 日（木） 玉造保健センター

7月 20 日（火） 玉造保健センター

7月 22 日（木） 玉造保健センター 修了式

7月 29 日（木） 茨城県立健康プラザ
（水戸市）

閉講式

※１日目及び８日目は、玉造保健センターから講

習会場（水戸市）まで送迎いたします。

講習時間　午前１０：００～午後３：４５

（１日５時間程度）※初日のみ午前９：４５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

受 講 料    無料（ただし昼食代は各自負担）

申込締切　６月１８日 ( 金）

申込方法　お電話でお申し込み下さい。

問・申 行方市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

法テラスとは？

ツインレイクミーティング
ＩＮ行方

日　時　6 月 19 日（土）午前 10 時～

　　　　20 日（日）12 時

場　所　北浦複合団地

内　容　ハーレーやオートバイ愛好者

　　　　の集い。行方市の紹介・ステー

　　　　ジイベント（芹沢ひろしとカー

　　　　プファイブショーほか）など

　　　　内容盛りだくさん！

問：行方市観光協会（北浦庁舎商工観

光課内）℡　0299-55-1221

第２回　行方金魚すくいまつり

日　時　６月 27 日（日）

場　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　野外ステージ

内　容　全国金魚すくい選手権大会予選

金魚すくいまつりボランティア募集中

問：行方市観光協会（北浦庁舎商工観

光課内）℡　0299-55-1221



婚活ナビ☆パーティー情報☆

6/27（日）ボウリング★パーティー
時　　間　14：00 ～ 17：00
場　　所　水戸レイクサイドボウル（水戸市）
対 象 者　40 歳以下
募集開始　5/26（水）

7/4（日）TOPGUN SPECIAL PAERY!
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（女性のみ）
募集開始　6/3（木）

7/4（日）フォレストバーベキューパーティー
時　　間　10：00 ～ 14：00
場　　所　大子広域公園（大子町）
対 象 者　年齢フリー
募集開始　6/1（火）

7/10（土）レッツ♪クッキング！！
　　　　　ブルーベリー畑でつかまえて！
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　6/8（火）

7/22（木）素敵な予感♪ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　センチュリープラザＮＡＫＡ
　　　　　（那珂市）
対 象 者　45 歳以下
募集開始　6/22（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/

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

○グラウンドゴルフ教室○

　初心者・未経験者向けの教室を開催します。

期　　日　６月１９日（土）～７月１０日（土）（毎

　　　　　週土曜日・全４回）ただし、雨天の

　　　　　場合には日時変更になることがあり

　　　　　ます。

時　　間　午前９時～午前１１時

対　　象　市内在住・在勤者（初心者・未経験

　　　　　者向けの教室です）

人　　数　５０名程度

場　　所　行方市天王崎公園

料　　金　６００円（保険代含む）

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号を記入

　　　　　の上、下記までお申込ください。

申込締切　６月１８日（金）まで

※運動ができる服装で、飲み物・タオルを持参

の上ご参加ください。スティック等道具類は貸

出いたします。

○海洋性スポーツ教室○

ジュニア水泳教室（小学 1 年生～ 3 年生）
期　　間　7/21（水）～7/24（土）　4 日間
時　　間　午前 9 時 30 分～11 時 30 分
場　　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
募集人数　30 名
ジュニア水泳教室（小学１年生～ 6 年生）
期　　間　8/3（火）～ 8/6 日（金）　4 日間
時　　間　午前 9 時 30 分～11 時 30 分
場　　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
募集人数　低学年 1～3 年生 10 名　
　　　　　高学年 4 ～ 6 年生 20 名　
親子ヨット・カヌー体験
　　　　　（小学４年生～ 6 年生・一般成人）
期　　間　7/25（日）、8/1（日）、7（土）3 日間
時　　間　午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分
　　　　　弁当持参
場　　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
　　　　　（初日はプールで実施予定）
　　　　　桃浦艇庫（行方市沖州 14）
募集人数　10 組
参加資格　市内在住・在勤者及び通学されて
　　　　　いる方
参　　　　　加　　　　料　各教室　１人600 円 ( 保険代含む)
集　　合　現地集合・解散

申込方法　電話または窓口で氏名・年齢・性別・
　　　　　住所・電話番号を記載してください。
　　　　　（FAX は不可）
申込期間　6 月 8 日（火）～ 6 月25 日（金）
受付時間　8：30 ～17：00 まで

※各教室定員になり次第、締め切りとさせてい
　ただきます。また、参加決定については、締
　め切り後通知します。

○第９回社会人サッカー大会○

期　　日　６月２７日（日）・７月１１日（日）　

時　　間　組合せ・試合方法や試合時間は　

　　　　　代表者会議にて決めます

応募資格　社会人チーム（高校生は除く）

場　　所　北浦第１グラウンド・玉造運動場グ

　　　　　ラウンド

料　　金　１チーム３，０００円（代表者会議時

　　　　　に納入願います）

申込方法　申込用紙を事務局に用意してありま

　　　　　すので、申込先へ fax・持参の上申

　　　　　込してください。

申込締切　６月１３日（日）午後５時

※ 6 月１６日（水）北浦体育館「会議室」午後

　７時３０分より代表者会議を行います。参加

　チーム代表者は、必ず出席願います

※服装については、必ずユニフォーム・レガース

　を着用すること（ジャージやハーフパンツ等は

　禁止します）　

※使用球　５号球（各チーム持ち寄りとする）

○インディアカ大会○

　誰にでも気軽に楽しむことができるインディ

アカの普及・発展を目的として開催します。

期　　日　６月２７日 (日)

時　　間　午前 8 時 30 分　開会

対　　象　市内在住・在勤者

応募資格　一般の部

　　　　　（20 歳以上の女性４人でチーム編成）

　　　　　シニアの部

　　　　　（45 歳以上の女性４人でチーム編成）

※双方とも監督を含め８名以内で構成する。

場　　所　北浦体育館

料　　金　１チーム　１，０００円

申込方法　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　６月１７日（木）　午後５時

※代表者会議を６月１８日（金）午後７時より北

浦体育館２Ｆ会議室で行いますので、出場する

チームの代表者は必ず出席してください。

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 6 月 12 日（土）14：００～
守谷市国際交流研修センター（守谷市）
② 6 月 13 日（日）14：00 ～
ふれあいプラザ（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

○ゴルフ教室（旧ノースショア教室）○
実施時期　7月４日～８月８日の日曜日

　　　　　（計６日間）

時　　間　午後１時 30 分～午後 4 時

（別途ハーフラウンドは午後 6 時 30 分頃終了予定）

会　　場　ノースショア CC

募集人数　４０名（定員になり次第締め切り）

参加資格　市内在住者に限定

　　　　　（男女問わず。ジュニア・初心者可）

実施内容　プロﾜﾝﾎ ｲ゚ﾝﾄﾚｯｽﾝ・打放し・アプローチ

　　　　　　　　　　パター・バンカーショット・ラウンドレッ

　　　　　スン他

参　　　　　加　　　　費　3,６００円（傷害保険料を含む）

　　　　　入校時徴収※小・中学生も同じ

開　　　　校　　　　　　式　7月４日　午後1 時 30 分～ 45 分

主　　催　市体育協会　市教育委員会

※使用クラブ・靴・手袋・帽

子等は各自持参願います、レ

ンタルは無。

※尚、麻生会場・玉造会場

は本年は行いません。

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

〒311-3512 行方市玉造甲 3185

☎ ０２９９－５５－３２１１　 FAX  ０２９９－５５－３２１２

○玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール一般開放○

期　　間　6 月26 日（土）～ 9 月中旬

※月曜日が休所日となります。

※水温・気温の関係で休場、また、教室・学校

等の授業で利用できない場合がありますのでご

来館の際は、電話等でご確認をお願いします。

※遊具（浮き輪等）の持込及び使用は禁止です。

※水着等の貸出・販売はしておりません。

入場時間帯　午前 9：00 ～11：50

午後1：00 ～3：50　夜間 5：00 ～ 6：50

時間帯入場料金

市内小・中学生 100 円　市内高校生以上 200 円

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋
　センタープール監視員募集

　プール監視員アルバイトを募集します。やる

気のある方歓迎。

期　　間　6 月26 日（土）～ 9 月中旬

　　　　　（プール一般開放終了まで）

時　　間　午前 8 時 30 分～午後７時

　　　　　勤務日及び勤務時間については要

　　　　　相談

内　　容　プール監視及び施設管理業務

時　　給　700 円

募集人数　10 名程度

募集資格　16 歳～30 歳の健康な方（学生可）

申込方法　電話連絡後、日程調整をして面接

　　　　　を行います。（履歴書持参）

募集締切　6 月11日（金）

　　　　　※毎週月曜日は休所日

受付時間　午前 8 時 30 分～午後５時

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

行方市玉造甲 3185　☎ ０２９９－５５ー３２１１　

放課後児童クラブ・降園後保育
指導員　夏期アルバイト募集

　夏休み中の放課後児童クラブ等に携わる指導

員さんを募集します。

応募資格　子どもの健全育成に熱意があり、　

　　　　　高卒以上の方

指導内容　生活全般の指導、　遊びを中心とす

　　　　　る保育及び安全の確保

雇用期間　小学校・幼稚園の夏季休業中

　　　　　（７／２１～８／３１）

勤務日数　週４～５日程度

　　　　　（休業日　土日及び 8/12 ～16）

勤務時間　（午前）７：４５～１３：００

　　　　　（午後）１３：００～１８：００ 

※半日勤務が基本となりますが、都合により１

　日勤務になる時もあります。

時　　給　７５０円

募集人員　１９名予定

採　　用　下記へ電話等でご連絡下さい。後

　　　　　日、面接を経て採用を決定します。

　　　　　面接時に履歴書が必要となります。

申込期間　６月１０日（木）～７月９日（金）

問・申 社会福祉課（玉造庁舎）

☎ ０２９９－５５ー０１１１　


