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『サマースクール』
期　間　７月 31日（土）～ 8 月 31日（火）

　　　　期間中の火曜日・土曜日

内　容　霞ヶ浦相談室・解剖学教室など

『水の科学館』
夏休み期間中、各種イベントを開催しています。

ザリガニ釣りやシャボン玉、輪ゴム鉄砲、生き

物お絵かき、牛乳パックとんぼなどなど！

※日程によって開催しているイベントが異なりま

　すのでお問い合わせください。

○レンタサイクル○
期　間　７月１７日 ( 土）～ 8 月 31日（火）

期間中毎日貸出しています。

※荒天時都合により中止になる場合があります。

○パドラーボート（有料）○
期　間　７月１７日 ( 土）～ 8 月 31日（火）

期間中毎日貸出しています。

※荒天時都合により中止になる場合があります。

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

補装具等の展示、体験、教育相談を実施します。

内　容　弱視シュミレーション体験

　　　　　補装具等の紹介・展示

　　　　　教材・教具の紹介、展示

　　　　　個別相談

期　日　8 月24 日（火）

時　間　午前 11 時～午後 3 時 30 分

対象者　・低視力の幼児・児童・生徒及び保

　　　　　護者、担任　の先生方

　　　　・視覚障害を有する成人の方

　　　　・視覚障害に関心のある方

　　　　・視覚障害について、総合的な学習

　　　　　の時間や国　語の学習で課題とし

　　　　　て考えておられる方

場　所　神栖市保健福祉会館　会議室

料　金　無料

申込方法　直接または電話、ＦＡＸ、E-mail で申

　　　　し込んでください。

　問茨城県立盲学校　地域支援部

　☎ 029-221-3388　 FAX  029－225－4328

　 E-mail shien@ibaraki-sb.ed.jp

　認知症は誰にでも起こり得る、身近な脳の病

気です。そのため、いつ自分や家族が認知症に

なるか分かりません。

　認知症とはどのような病気なのか、どのよう

な仕組みで予防が可能なのか、日常生活の中で

どのようなことを心がければよいのか等、「いつ

までも若々しく元気に過ごす」ために、下記の

とおり認知症予防講演会を開催します。

　講演会で関心を持たれた方は、９月８日より

スタートする認知症予防のための「脳はつらつ

教室（５回コース）」も是非ご参加ください。

日　時　８月２５日（水）

時　間　13：30 ～15：00

　　　　（受付 13：00 ～）

場　所　玉造保健センター

対象者　一般

　　　　（年齢制限なし）

定　員　１５０名

入場料　無料

講　師　ＮＰＯ認知症予防サポートセンター

　　　　　　　　　　本間　厚子　氏

テーマ　「今日からできる認知症予防」

申込方法　下記申し込み先まで電話でお申し込み

　　　　ください。

締切日　８月２０日（金）

　　　　※定員になり次第、締切とさせてい

　　　　　ただきます。

問　行方市地域包括支援センター 

　　☎ 0299－55－０１１４　

　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当を受給されている方

は、毎年 8 月に現況届（所得状況および、現に対象者が在宅で養育または介護されているかなど

の受給資格の確認）の提出が必要です。これは、引き続き手当を受けることができるかどうかを

決める大切なものです。忘れずに手続きしてください。

提出日　８月１１日（水）～８月２０日（金）午前８時３０分～午後５時１５分

提出先　【玉造庁舎】社会福祉課【麻生庁舎】総合窓口課【北浦庁舎】総合窓口課

　　　　※土曜・日曜は麻生庁舎総合窓口課のみ　　

問　社会福祉課 ( 玉造庁舎 )　　☎ 0299 － 55 － 0111

茨城県立盲学校鹿行地区 
巡回教育相談会

特別児童扶養手当　特別障害者手当等の現況届について

『認知症予防講演会』を
開催します

森林湖沼環境税とは
　茨城県では、県内の森林、平地林・里山林

などの身近な緑、霞ヶ浦などをはじめとする湖

沼・河川など、豊かな自然環境を守るために、『森

林湖沼環境税』を導入されました。

森林湖沼環境税の使いみちとして、森林の保全

･ 整備、霞ヶ浦をはじめとする湖沼・河川の水

質保全に活用され、県民・市民の理解と参画

のもと自然環境の保全に使われています。

行方市では
　平成 21年度の昨年は、平地林・里山林の保

全・整備を図るための『身近なみどり整備推進

事業』を活用し、3 カ所の森林を整備しました。

その過程の中では、地域の人々 の理解のもと、

森林ボランティアも結成され、地域が森林保護

にも活躍しています。

　また、森林ボランティアの方々は、『元気な森

林づくり支援事業』を活用し、自らの手で森林

づくりや木づかい・森林環境学習等の活動に取

り組んでいます。

問 農林水産課（北浦庁舎）　☎ 0291-35-2111 

　鹿行農林事務所林業振興課

　☎ 0291-33-4123

森林湖沼環境税とは？

人権啓発講演会
参加者を募集します

演　題　「心の国際化をめざして～人権

　　　　感覚豊かな社会実現を～」

講　師　辺 ( ぴょん ) 真一 ( じんいる )　氏

　　　　（ジャーナリスト）

開催日時　９／４（土）13 時 30 分から　

　　　　16 時（開場 13 時）

会　場　行方市山田２１７５番地

　　　　行方市文化会館　ホール

入場料　無料

定　員　５００人（定員になり次第締切）

申込方法　電話・ＦＡＸ・ハガキ・メール

　　　　のいずれかの方法によりお申込

　　　　みください

　　　　※ＦＡＸ・ハガキ・メールでお

　　　　申込みの場合は，「住所」「氏名」

　　　　「電話番号」を明記してください

問・申 茨城県人権啓発推進センター

〒 310-8555　水戸市笠原町 978 番 6

☎ 029-301-3136　 FAX  029－301－3138

E-mail koso5@pref.ibaraki.lg.jp　

ＳＵＭＭＥＲ　ＦＥＳＴＡ

ーサマーフェスター in 天王崎

9/4
（土）

場所　麻生天王崎公園

イベント内容

DANCE SHOW CASE・KIDS DANCE・LIVE 

模擬店・よさこい・カラオケ大会

KIDS ダンスレッスン無料　スタンプラ

リー　セグウェイ体験

協賛（予定）

行方市 / 行方市観光協会 / 行方市商工会

青年部 / 行方市商工会女性部 / 鹿行法人

会行方地区大会 / ＪＡなめがた青年部 /

北関東ペプシコーラ鹿嶋営業所 / 他

問　サマーフェスタ実行委員会

　　☎ 080-5193-3652

すてきな音楽と過ごす夏のひととき

レイクエコーサマーコンサート

期　日　８月２８日（土）10：00 開演

会　場　茨城県鹿行生涯学習センター

申込方法　電話かＦＡＸにて下記までおし申込み

　　　　ください。

定　員　308 名（定員になり次第、締め切りと

　　　　させていただきます。）

入場料　無料

問・申 茨城県鹿行生涯学習センター

☎ 029-73-2300　 FAX  029－73－3925

E-mail lakeecho@lakeecho.gakusyu.ibk.ed.jp
行方市が全国放送で生中継されます！（予定）麻生漁港沖で撮影！！
８月１７日（火）午後０時 20 分～ 43 分　ＮＨＫ総合『ふるさと一番』



ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 9 月 4 日（土）14：00 ～

坂東市民音楽ホール（坂東市）

② 9 月 5 日（日）　14：００～

守谷市市民交流プラザ（守谷市）

③ 9 月 11 日（土）14：00 ～

結城市民文化センターアクロス（結城市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

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。お申し込み、
お問い合わせは下記まで。

8/11（水）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　三の丸ホテル（水戸市）
対 象 者　40 歳以下の独身者（各 35 名）
募集開始　7/8（木）

8/22（日）みんなでしゃべらないと！！（10）
時　　間　13：30 ～ 17：00
場　　所　三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　35 歳以下の独身者（会員優先）
募集開始　7/22（木）

8/28（土）TOP GUN SPECIAL プチ PARTY
時　　間　18：00 ～ 20：30
場　　所　GANCHO（水戸市）
対 象 者　30 歳～ 40 歳の独身者
　　　　　（女性のみ 20 名）

8/29（日）立食パーティーマナー＆メイク
　　　　　　自分を磨いて
時　　間　13：30 ～ 17：00
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
対 象 者　20 代・30 代の独身者（各 35 名）
募集開始　7/29（木）

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/

～口腔（口の中）ケアについての知識を高めよう～

　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！

会　場　玉造保健センター

実施日　９月９日（木）30 日（木）10 月28 日（木）

時　間　午後１時３０分～３時３０分

内　容　口腔ケアについての講習、実習、

　　　　健康チェック

講　師　歯科衛生士

対　象　玉造地区にお住まいの６５歳以上の方

参加費　無料

定　員　２０人

申込方法　下記お申込み先へ電話でお申し込みく

　　　　ださい。〔締切：８月27日（金）〕  

※定員になり次第締切とさせていただきます。

※麻生地区（1月～３月）の開催については、

　後日お知らせ致します。北浦地区は終了しま

　した。

問・申 介護福祉課（玉造保健センター内）

　　　☎ ０２９９－５５－０１１４

玉造地区
口腔機能向上教室参加者募集

平成 22 年度
「介護の日」作文コンクール

　県では「介護」に関する作文を募集します。「介

護について考えたこと」「自分がしている介護に

まつわる幸せなエピソード」「介護を通じて得た

喜び」「わが家でしている介護」など、あなたが

「介護」に抱く思いを伝えてみませんか。

【応募規定】

800 字程度・応募点数は１人１点

（未発表作品に限ります）

【応募資格】

県内在住又は通勤・通学している中学生以上の方

【応募方法】

所定の応募用紙あるいは、応募用紙のコピー、

Ａ４サイズの任意の用紙に、題名、郵便番号、

住所、氏名（フリガナ）、年齢（学生の場合は学

校名、学年）、電話番号、職業を明記し下記作

品送付先宛てに郵送してください。

※応募用紙は各市町村介護保険担当課、県

長寿福祉課介護保険室等で配布しております。

また、県長寿福祉課介護保険室ホームページ

（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/kaigo)

からもダウンロードできます。

【応募締切】

平成２２年９月３日（金）必着

【発表】

平成２２年１０月下旬、入賞者に通知

問・申 茨城県長寿福祉課介護保険室

市町村支援グループ　☎ ０２９－301－３３３２

受付期間　８月１０日（火）～２５日（水）

　　　　　（受信有効、消印有効）

※申し込みは、インターネット・郵送・持参の

　いずれかの方法による。

※持参により申し込む場合、受付期間の土曜日、

　日曜日は除く。

第１次試験　９月２６日（日）

※試験区分（職種）、採用予定人員、申込方法

　については下記までお問い合せください。

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 6

☎ ０２９－３０１－５５４９　 FAX  ０２９－３０１－５５５９

茨城県職員等採用　中級・初級
採用試験

受験
種目

防衛大学校 防衛医科
大学校

自衛隊
看護学生

応募
資格

平成 23 年 4月 1日現在、
18 歳以上 21 歳未満の者

受付
期間

9月 6日（月）から 10 月 1日（金）まで（締
切日必着）

試験
期日
１次

11/6（土）
11/7（日）

10/30（土）
10/31（日）

10/23（土）

会場 受付時にお知らせします

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問・申 小見玉市百里170（航空自営隊百里基地内）

　　　自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　　　☎ 0299-52-1366

自衛官募集案内

　体力年齢を計ってみたい人を募集します。ま

た、総合型スポーツクラブ推進事業の一環とし

て体験講座（太極拳・ヨガなどを予定）を実施

します。さらに、体育館トレーニングルームも１

時間使用できます。

期　　日　9 月4 日（土）

場　　所　北浦体育館

時　　間　午後 6 時～ 8 時

対　　象　行方市在住在勤で２０歳以上の方

人　　数　５０人

料　　金　２００円

申込方法　お電話でお申し込みください。

申込締切　８月27日（金） 

※詳細につきましては、電話にてお問い合わせ

　ください。

問・申 　行方市北浦運動場内スポーツ振興課

　　　　☎ ０２９１－３５－２１２０

体力テストと総合型スポーツクラブ

体験講座参加者募集

県民大学
後期講座募集案内

午前 午後

日 Ｍｙ菜園で有機健康
野菜づくりⅡ

どうなる世界のこれ
から～アジアから世

界へ～

月 休館日

火 スポーツ吹矢健康法 気軽に鉛筆写生

水

木 大人のための
日本名作古典

ボール紙で楽しむ大人
の「ものつくり｣

金 当世「おくりびと」
事情

土 デジタルカメラでイ
メージアップ

デジタルカメラでイ
メージアップ

申込締切　８月３１日（火）

会　　場　レイクエコー（行方市宇崎 1389）

※時間、申込方法については下記までお問い合

　わせください。

問・申 レイクエコー　☎ ０２９９－73－３８７７

募　　集 茨城県立農業大学校学生募集

　専修学校であり大学への編入学の受験資格

が得られます。

　県立農業大学校では、高校等卒業者（若しく

は見込者）を対象に農業部（農学科 40 名・畜

産学科10 名）、園芸部（園芸学科 30 名）の学

生を募集します。1 年生は全寮制で、2 年生は

希望入寮制となります。

　また、農業大学校卒業者、短期大学等の卒

業者（若しくは見込者）を対象として、研究科（作

物・園芸・畜産の専攻コース）10 名を募集します。

入学願書の受付期間

○推薦入学（各学科）平成 22 年 10 月4 日～19 日

○一般入学・前期（各学科）

平成 22 年 12 月15 日～平成 23 年 1月14 日

○一般入学・後期（各学科）平成 23 年 2 月7日～25 日

○研究科　平成 22 年 10 月4 日～19 日

入学試験日

○推薦入学（各学科）平成 22 年 10 月29 日

○一般入学・前期（各学科）平成 23 年 2 月1日

○一般入学・後期（各学科）平成 23 年 3 月4 日

○研究科　平成 22 年 10 月29 日

問・申 県立農業大学校　入試事務局

　　　☎ ０２９－292－0010

      　　  FAX  ０２９－292－0903

　　　 H P   http://www.ibanodai.ac.jp/

素敵なパートナーと
新鮮野菜をＧＥＴしよう♪

～新米のお土産つき～

畑で婚活 in なめがた

稲刈り体験、金魚すくい体験、そのほかお

楽しみ企画満載

期　　日　９月５日（日）

時　　間　１０：００～１６：００

応募資格　４５歳以下の独身者

人　　数　男女各２５名

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

料　　金　男性３，０００円、女性１，０００円

申込締切　８月19 日（木）

※詳細は婚活ナビ欄にあるいばらき出会い

　サポートセンターＨＰをご覧ください。

※応募多数の場合は抽選を行います。

※雨天時内容が変更になる場合があります。

問・申 行方市農業振興センター

☎ ０２９１－35－3114    FAX  0291－35－2826
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