
お知らせ版
市報　行方 秘書広聴課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

　メールマガジンとは暮らしに役立つ情報
を登録いただいた皆さんのパソコンや携帯
電話へ、無料で配信するサービスです。

【問い合わせ】秘書広聴課☎0299-72-0811

バーコードリーダーで左
のコードを読み取って登
録してください。登録方
法がよくわからないとき
はお問い合わせください。

平成 22年 12月 1日　№ 45

ふれあいランド親水公園にて

　　　　イルミネーションを実施します

実施期間　１２月１日から

　　　　　　　　１２月２５日

　　　　　（午後８時まで）

12月のイベント案内

水の科学館で毎日開催しています。

「見て！触って！体験！実験！コーナー」

「ペーパークラフト」

子ども広場コーナーで土・日祝日開催しています。

ストーンペインティングの体験・どんぐり・

落ち葉アート・シャボン玉／みずまる君とあく

しゅ会！！（午後２時 30分～３時）

リンリン・サイクリング参加者募集について

対象年齢　小学５年生以上

日　　時　１２月４日(土 )

コ ー ス　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　　　～かすみがうら市（15.5㎞）

参加費用　高校生以上　２０００円

　　　　　小学５年～中学生以下　１５００円

自転車はレンタサイクル多種ありま

す。また持ち込み可能です。あら

かじめ予約、申し込みをお願いし

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

　1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日、国連

総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、

毎年 12 月 10 日は「人権デー（Human Rights 

Day)と定められました。

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、人

権デーを最終日とする12月４日から10日までを

「人権週間」として各種の人権啓発活動を行っ

ています。一人一人はみな違いますが、人権は

すべての人に平等に保障されています。しかし、

自分の人権を主張するだけでは、他の人の人権

を侵害することもあります。

　人権週間に当たり、人権は、自分と同じように

他の人にもあることを考え、お互いに相手の立

場を考え、豊かな人間関係をつくりましょう。

水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会

ひとり親家庭の皆さんへ

　就労・生活・就学資金等、ひとり親家庭の

悩み事の相談を受けています。お気軽にお問い

合わせください。

日　　時　月～金　午前９時～午後５時

　　　　　（祝日を除く）

相談電話　０２９１－３３－６２６４

問 茨城県鹿行県民センター☎ ０２９１－３３－６２６４

　水戸財務事務所では、多重債務に陥ってし

まった方からの相談を受けています。状況をお

聞きし、債務整理方法のアドバイスや、必要に

応じ法律の専門家への引継ぎも行っています。

一人で悩まず、お電話ください。相談無料。

多重債務相談窓口　☎０２９－２２１－３１９０

受付時間　平日　８時３０分～12時

　　　　　　　　午後１時～４時30分

問 財務省　関東財務局　水戸財務事務所

12 月 4 日から 10 日は
人権週間です

～交通事故からあなたの未来を守る

　　　　　　　　　　　　　　自賠責保険・自賠責共済～　

　交通事故による死者数は年々減少傾向にある

ものの、平成 21 年の事故発生件数は約 74 万

件、死傷者数は 91 万人と、国民の誰もが交

通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて

深刻な状況となっています。

　交通事故は車社会の負の部分であり、被害者

にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたら

すものです。

　自賠責保険・共済は、すべての自動車の保

有者に、自動車 1台ごとに加入が義務づけられ

ており、基本的にすべての加害者の賠償責任を

担保するとともに、すべての被害者の基本的な

賠償を保障する制度であり、被害者の保護を目

的としています。

　一人一人が、より一層自賠責制度の役割・重

要性や、保険金・共済金の支払いのしくみなど

を十分に理解・認識することがとても大切です。

ご存知ですか、自賠責のこと？

多重債務で悩んでいませんか

～今、私たちにできること～
女優・国連開発計画（ＵＮＤＰ）親善大使

紺野美沙子氏
日　　　　時　１月２９日（土）午後１時３０分～３時

会　　　　場　レイクエコー

　　　　　　　　　茨城県鹿行生涯学習センター

　　　　　　　　　茨城県女性プラザ　多目的ホール

定　　　　員　４５０名

申込開始　１２月１日 ( 水 )

申込締切　定員になり次第、締め切ります。

○入場無料です

※申し込み方法についてはお問い合わせください。

※ 12/29 ～ 1/3は年末年始により休館とさせ

ていただきます。

問・申 レイクエコー
〒311-3824　茨城県行方市宇崎1389
 ☎ ０２９９－７３－２３００　FAX ０２９９－７３－３９２５

げんでん文化講演会

平成 22 年調理師業務従事者
届出のお知らせ

　平成 22年は、調理師業務従事者届出の該当

年です！

　飲食店や給食施設などで調理業務に従事し

ている調理師は、法律で２年ごとに就業届を出

すことが義務付けられていますので、法律の趣

旨をご理解いただき、就業届を提出してくださ

るようお願いします。

◆届出の必要な調理師

　茨城県内の次の施設で調理業務に従事してい

る調理師（パート・アルバイトを含む）

・集団給食施設

　寄宿舎・寮、学校（幼稚園も含む）、病院、　

　事業所、社会福祉施設（保育所も含む）、介

　護老人保健施設、矯正施設

・飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造

　業など

・その他、多数人に飲食物を調理して供与して

　いる施設

◆届出の方法

「調理師業務従事者届」に、平成２２年１２月

３１日現在の状況を記入して、平成２３年１月

１５日までに、（社）茨城県調理師連合会に郵送，

ＦＡＸ又は電子メールで送信してください。

◆届出用紙の配布場所

・（社）茨城県調理師連合会

・県内各保健所

※（社）茨城県調理師連合会ホーム

ページにも様式を掲載します。

問 「指定届出受理機関」
社団法人 茨城県調理師連合会

　住所：〒310-0025　水戸市天王町2－25

☎ ０２９－２２６－０７２７　　FAX ０２９－２２７－３７３１
　　iba-chef@ia8.itkeeper.ne.jp

　　http://www.310mito.com/̃ibacho/URL

E-mail

　県では、条例の規定に基づき、男女共同参

画に関する苦情や意見を受け付けています。相

談員がご相談をお受けしますので、お気軽にご

連絡ください。

 

時　　間　平日　午前９時～午後５時

場　　所　女性プラザ男女共同参画支援室　

　　　　　（水戸市三の丸１－７－４１）

（専用電話番号）　０２９－２３３－７８３７

男女共同参画に関する
苦情や意見を受け付けています

【就職支援】

相談内容

○求人情報をご希望に応じてご紹介します。

○カウンセリングや適正診断、就職支援セミ　

　ナーを実施しています。

相談時間

月～金　午前９時～午後４時

※土日祝・年末年始は休業

【労働相談】

相談内容

○労働条件、採用、解雇、配置転換、賃金不払い、

　職場でのいじめなどに関する労働相談

○秘密厳守！お気軽にご相談ください。

　お電話でのご相談もお受けします。

【生活支援】

○生活福祉資金貸付制度や生活保護制度など

　の紹介・相談

○公営住宅及び雇用促進住宅の情報提供や入

　居手続などの相談。このほか皆様の状況に

　応じて、生活支援相談院（社会福祉士）が

　相談や関係機関との連絡等を行います。

相談時間　☎ ０２９－２３２－１２４５

月～土　午前９時～午後５時

※日・祝日・年末年始は休業

問 鹿行地区就職支援センター

鉾田市鉾田1367-3（県鉾田合同庁舎内）

○就職支援　

☎ ０２９１－３４－２０６１　☎ ０２９１－３３－５２６７

○労働相談　☎ ０２９１－３３－５２６７

就職支援センターのご案内
ー相談・サービス無料！－

行方市メールマガジン　－暮らしに役立つ情報をメールでお知らせー



募　　集 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。お申込み，お
問い合わせは下記まで。

12/20（月）いばらき結婚研修会
時　　間　13：00～
場　　所　水戸京成ホテル（水戸市）
対 象 者　婚カツ中の男女（200 名）
募集開始　11/25（木）

1/15（土）歌声喫茶の集い
時　　間　14：00～ 17：00
場　　所　三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　概ね 45歳以上の独身者
　　　　　（各 15～ 20名）
募集開始　12/14（火）

1/16（日）レッツ！クッキング
時　　間　10：00～ 14：00
場　　所　中川学園料理技術専門学校（水戸市）
対 象 者　20代～30代の独身者（各20名）
募集開始　12/16（木）

1/23（日）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　14：00～ 16：30
場　　所　石岡ベルアージュ（石岡市）　
対 象 者　50歳以下の独身者（各 25名）
募集開始　12/21（火）

1/29（土）身も心もポッカポカ！
　　　ハーブティーパーティー in筑波実験植物園
時　　間　12：30～ 17：30
場　　所　つくば植物園（つくば市）
対 象 者　男性 28歳～ 40歳
　　　　　女性フリーの独身者（各 20名）
募集開始　12/24（金）
電話・メールにてお申し込みください。

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/

行方市観光ボランティア養成講座
参加者募集！

　行方市の文化・歴史又は観光に興味がある方で、

観光ボランティア活動に参加していただける方を対象

に養成講座を実施します。ぜひご参加ください。

期日 時間 内容 場所

1/12
（水）

　9時～
11時 30分

開校式
西蓮寺と山百合の里
（四季の魅力）

玉　造
公民館

1/19
（水）

芹澤鴨と大場家
（桜田門外ノ変ロケ地）

1/26
（水）

弐湖の国なめがた
（霞ヶ浦の魅力）
（食のおもてなし）

2/2
（水）

行方市の観光施策
麻生陣屋と麻生藩
（あそう散歩みち）

麻　生
公民館

2/9
（水）

　10時～
11時 30分

閉校式

受　　　　講　　　　　　料　3,000円（資料代・保険代等）

申込締切　12月20日（月）

申込方法　行方市商工観光課へ直接電話で申

　　　　　し込み。又は氏名・住所・電話番号・

　　　　　年齢を記入の上、葉書又は FAXで

　　　　　申し込みください。

問 商工観光課（北浦庁舎）
〒311-1792　行方市山田2564-10

 ☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX ０２９１－３５－３２５８

　行方市の個性豊かなイルミネー

ションをバスツアーで観光する企

画です。いつも通る道もバスから

の風景や途中の思いがけない体験

から新たな行方を発見してみませ

んか。

実施期日　12/11（土）・12（日）・18（土）
日時 乗車場所 内容

１
回

18：00発 麻生公民館
麻生・北浦イルミネーショ
ン車内見学

18：45発 ふきのとう
休憩（シフォンケーキ＆
ハーブティーのサービス）

19：10発 玉造庁舎
玉造庁舎・霞ヶ浦ふれあい
ランドイルミ車内見学

19：30着 麻生公民館
麻生商店街イルミ・麻生公
民館イルミ自由見学

２
回

19：35発 麻生公民館
麻生・北浦イルミネーショ
ン車内見学

20：20発 ふきのとう
休憩（シフォンケーキ＆
ハーブティーのサービス）

21：40発 玉造庁舎
玉造庁舎・霞ヶ浦ふれあい
ランドイルミ車内見学

22：00着 麻生公民館
麻生商店街イルミ・麻生公
民館イルミ自由見学

定　　員　２０名

料　　金　大人200円　小中高100円

　　　　　幼児無料

○各乗車場所で乗り降り自由です。

○事前申し込みは必要ありません。

問 行方市観光協会（市商工観光課内）

 ☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX ０２９１－３５－０４０４
霞観光株式会社　☎ ０２９9－５５－２５２９

なめがたぐるりイルミツアー 市内総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会主催

ハンドボール教室

期　　日　１２月１９日(日)　 

時　　間　午後１時～４時３０分

対　　象　市内小学生

人　　数　50人

場　　所　麻生体育館

料　　金　１人　２００円

申込方法　電話にて

申込締切　１２月９日（木）必着

※実技は１時間位でその後は見学になります。
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

「スキー教室」参加者募集

　市体育協会主催による大会です。

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。経験のない方

も是非ご参加ください。

期　　日　１月１４日（金）１５日（土）１６日（日）

時　　間　集合・出発時間

　　　　　１４日(金)　午後7時30分（1.5泊）

集合場所　玉造 B&G 海洋センター

対　　象　市内在住・在勤者

　　　　　（中学生以下は保護者同伴）

人　　数　80人（定員になり次第締め切り）

場　　所　苗場スキー場（新潟県）

宿泊場所　新潟県魚沼郡三国「三国屋旅館」　

　　　　　℡０２５７－８９－２０３４

料　　金　一　　　般　25,000円　

　　　　　小学生以上　20,000円　

　　　　　（宿泊代・バス代・リフト代、２日分含む）

　　　　　※出発日に納入してください）

　　　　　【その他の費用】

　　　　　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 3,000

　　　　　円が個人負担になります。

申込方法　住所、氏名、年令（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）

　　　　　を明記して下記へハガキ又は FAX

　　　　　でお申し込みください。

申込締切　１月８日　(土 )　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）
 ☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX ０２９１－３５－３８５４

期　　日　１月２３日（日）

時　　間　集合８時

対　　象　市内在住・在勤者

　　　　　（一般男子・一般女子・監督を含め８名以上）

場　　所　北浦運動場　体育館

料　　金　１チーム１，０００円（大会当日徴収）

申込方法　申込用紙は市内各運動場にあります。

申込締切　１月１１日（火）　午後５時

競技方法　

・組合わせは当日抽選とします。

・試合時間及び試合形式は事務局で決定します。

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

第５回　
行方市交流バスケットボール大会

期　　日　１月30日（日）

時　　間　午後２時30分～（受付午後2時）

対　　象　20歳代～40歳代の独身女性

（※参加する男性は鹿行地区の商工会青年部員です）

場　　所　ザ・ロイヤルオーシャン（鉾田市大蔵200）

料　　金　2,000円（ビュッフェスタイル・フリードリンク）

募集人数　30名

申込締切　１月12日（水）

問・申 行方市商工会青年部（担当　窪木）
 ☎ ０２９９－７２－０５２０　FAX ０２９９－７２－０６３４

鹿行地区商工会青年部連絡協議会主催

お見合いパーティー参加者募集

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座

＜エクセルの応用＞

実施期日　2／1（火）・３（木）・７（月）・10（木）

　　　　　14（月）の５日間

時　　間　午後６時～９時

内　　容　基礎を受講した方および経験者を

　　　　　対象に効率の良い表の作成技法。

　　　　　グラフ作成の応用。

定　　員　１０名（抽選）

応募期間　12月6日（月）～1月6日（木）

＜エクセルでプレゼンテエーション＞

実施期日　2／17（木）・21（月）・22（火）・24（木）

　　　　　28（月）の５日間

時　　間　午後６時～９時

内　　容　エクセルを使用して企画書等を作成

　　　　　する応用実践講座

定　　員　１０名（抽選）

応募期間　12月20日（月）～1月20日（木）

今年度から申込方法が変更されました。

申込方法　往復はがき（1講座1人1枚※連名

　　　　　不可）に①講座名②郵便番号③住

　　　　　所④氏名（フリガナ）⑤昼間の連絡

　　　　　先と電話番号を記入の上、応募期

　　　　　間中に申し込みください。　

　　　　　※申込みの締切は、応募期間中の

　　　　　最終日必着とします。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院
〒311-2223　鹿嶋市林 572-1

☎ ０２９９－６９－１１７１　FAX ０２９９－６９－６４５５
ウォーキングでリフレッシュ！
新春の筑波山周辺＆筑波山神社ゆったりコース

日　　時　１月１５日（土）8：30～16：30（予定）

　　　　　　＜予備日＞1月２２日（土）

日　　程　レイクエコー→つつじヶ丘駐車場→

　　　　　筑波山神社→山頂駅・昼食休憩→

　　　　　つつじヶ丘駐車場→レイクエコー

参　　　　　加　　　　　費　2,500円

　　　　　※参加人数によって若干の変更も

　　　　　　ありますのでご了承ください。

申込方法　12/5（日）から1/7（金）までに電

　　　　　　話か FAXでお申し込みください。
問・申 茨城県鹿行生涯学習センター管理事務所
　　　茨城県女性プラザ

 ☎ ０２９９－７３－２３００　FAX ０２９９－７３－３９２５


