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災害に関するお知らせ

生ごみ処理容器購入費
補助制度のお知らせ

　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（土）　10 月22日（土）

　　　　午後1 時 30 分～※1 時間程度です。

場　所　北浦庁舎　駐車場

対　象 市内の里山整備を目的としたボランティ

ア団体、自治会等、及び市内に住所を有する

個人の方

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

「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！ー

◇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

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

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２4 年度に持ち越されること

もありますので，ご了承ください。　　

申込資格　（１）行方市民で、平成 23 年４月１

日現在で満６０歳以上であること（５０歳以上の

人も申し込みできますが、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除き、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

7月 1日（金）
茨城県立健康プラザ
（水戸市）

開講式

7月 5日（火）玉造公民館（大ホール）

7月 7日（木）玉造公民館（大ホール）

7月 12 日（火）玉造公民館（大ホール）

7月 14 日（木）玉造公民館（大ホール）

7月 19 日（火）玉造公民館（大ホール）

7月 21 日（木）玉造公民館（大ホール）修了式

7月 26 日（火）
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22日 ( 水）

申込方法　お電話でお申し込みください。

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

花苗等を配布します

　地域の皆さんの手により、公共の場を緑化

し、緑豊かなまちづくりへの意識を持っても

らうことを目的とします。

　配布する花苗の種類は未定ですが、１団体

あたり 200 本程度を予定しています。

応募資格　普段から活動している町内会・商

　　　　　店会・子ども会・老人会等の団体のみ

定　　員　15 団体まで

料　　金　無料

申込方法　申請書を記入。電話または直接お

　　　　　越しください。

申込期間　５月９日より受付（先着順）　

 問　農林水産課　☎ 0291-35-2111

■補助金対象者（要件をすべて満たす方）

①行方市に住所を有し、居住している

②市税等を完納している

③獣医師において避妊、去勢手術を行う

■補助対象動物

①補助対象者が飼育する犬・猫（毎年度 1　

　世帯あたりそれぞれ１頭）

②犬については、補助対象年度に登録及び狂

　犬病予防注射を受けている

③補助対象動物は、生後３カ月以上

■補助金額

避妊手術　犬・猫１頭　4000 円

去勢手術　犬・猫１頭　3000 円

■申込期間　

平成 23 年度内（予算がなくなり次第終了）

■申込方法

電話での申し込みはできません。印鑑を持っ

て下記まで直接申し込んでください。

※手術を行う前に申し込んでください。

■申込先

環境課（北浦庁舎）

総合窓口課（麻生庁舎、玉造庁舎）

 問　環境課　☎ 0291-35-2111

　　犬・猫の避妊、
　　　　去勢手術の補助金

ごみ専用コンテナの撤収に
　　　　　　ついてのお願い

　不燃ごみと資源ごみの専用コンテナは、盗難や

事故防止のため、ごみの回収が終わり次第、各自お

持ち帰りいただくよう御協力をお願いします。

問 環境課（北浦庁舎）☎ ０２９１ー３５ー２１１１

行方市に避難されている方は
　　　情報提供をお願いします

　東日本大震災等に伴い避難されている方から

の所在地等の情報提供を受け付けます。提供

していただいた情報は、避難される前にお住ま

いの県・市町村に送られ、今後の見舞金給付

や税の減免などに関する連絡・通知の際に利用

されることとなります。

　　窓口では本人確認をさせていただきますの

で、身分を証明できるものがありましたらご持参

ください。

対　　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　　者　東日本大震災等に伴い避難されている方

受付窓口　　市役所総合窓口課（各庁舎）

※お知り合いの方にも、この内容をお伝えくださ

い。できるだけ多くの方から情報をご提供いただ

けるよう、ご協力をお願いいたします。

問 総合窓口課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

災害ごみの仮置き場
　　　　　　期間延長について

　市内 3 カ所（○富田（建設課資材置き場）、

○山田（北浦第 2グラウンド奥）、○玉造甲（玉造浄

化センターとなり）の仮置き場は 5 月末日まで延長い

たします。※石膏ボードについても受け入れいたします。

開設時間　午前９時～午後５時 30 分

問 総務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

お客さんコイまつり
4 月 29 日（金）～ 5 月 5 日（木）

　場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　観光物産館

　　　　　　道の駅たまつくり

　コイ・フナ釣り堀やみずま

るくんサイン会、その他日替

わりでイベント盛りだくさんです。ぜひ

遊びにきてください。

玉造郷土囃子の饗宴
（玉造のおまつり）

5 月 5 日（木）午前 10 時～午後６時

　場　　所　玉造旧駅前通　ほか

　上町山車巡幸・自衛隊パネル展・上町囃子

連・高校生会による募金活動を行います！

 問行方市観光協会　☎ 0291-35-2111

ゴールデンウィーク
　　　　　イベント情報

お 知 ら せ



募　　集 婚活ナビ☆パーティー情報☆

5/15（日）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　15：00 ～ 17：00
場　　所　ホテルクリスタルパレス（ひたちなか市）
対 象 者　50 歳以下の独身者
募集開始　4/13（水）

5/29（日）パエリアでパっと出会って！　
皆で楽しくパエリアとラブラブサラダを作ります♪
時　　間　10：00 ～ 14：00
場　　所　中川学園クッキングクラブ（水戸市）
対 象 者　40 歳以下の独身者
募集開始　4/27（水）

6/10（金）素敵な予感ふれあいパーティー
退勤後のひと時おしゃべりを楽しみませんか
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　未定（日立市）
対 象 者　30 代 40 代の独身者
募集開始　5/9（月）

6/25（土）楽しく交流出来るパーティーを
企画中です。　乞うご期待ください♪♪
時　　間　10：30 ～ 17：00
場　　所　大和ふれあいセンター「シトラス」（桜川市）
対 象 者　27 ～ 39 歳の独身者
募集開始　5/23（月）

7/3（日）ベトナムカレーでハートもホッホッ♪
時　　間　10：00 ～ 14：00
場　　所　中川学園　クッキングクラブ （水戸市）
対 象 者　30 歳代の独身者
募集開始　6/2（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/

ＮＰＯ法人ベルサポート主催パーティー
① 5 月 15 日（日）13：30 ～ 17：00
ホテルグランド東雲（つくば市）
② 5 月 21 日（土）13：30 ～ 17：00
オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）
③ 5 月 26 日（木）19：00 ～ 21：00
つくば山水亭（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベルサポート　0280-87-7085

平成 23 年度
　　　　茨城県職員採用上級試験

期　　日　第１次試験日：６月２６日（日）

応募資格　昭和５７年４月２日～

　　　　　平成２年４月１日までに生まれた人

　　　　　※資格を必要とする職種などはこ

　　　　　れによらない場合があります。

　　　　　※募集する職種により一定の資格・

　　　　　免許（取得見込みを含む。）を必要

　　　　　とする場合がありますので、必ず県

　　　　　人事委員会ホームページまたは試験

　　　　　案内でご確認ください。

申込方法　「いばらき電子申請・届出サービス

　　　　　ホームページ」からお申し込みいた

　　　　　だくか、５月２日（月）から県庁や

　　　　　県民センターなどで配布する申込書

　　　　　に記入の上、県人事委員会事務局

　　　　　あて郵送（簡易書留）または持参

　　　　　によりお申し込みください。

申込期間　５月９日（月）～５月２４日（火）

問・申 県人事委員会事務局

☎ 029 －301－ 5549　 FAX 029 －301－ 5559

URL http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/

『資源ごみ』集団回収団体募集

　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 26 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

　　　　　号控え（郵便局不可）

 問　環境課　☎ 0291-35-2111

各種スポーツ大会・教室参加者募集

 問・申 

市体育協会 ( 北浦体育館内）
〒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○

期　　日　６月19 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

参　　　　　加　　　　　費　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 5 日（日）まで

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）

○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。

○初心者向けのソフトバレーボール教室○

　ソフトバレーボールの普及を

目的として、初めての方も無理

なく楽しめます。仲間を誘って

はじめてみませんか。興味の

ある方、一人でも参加できます。

期　　日　６月５日（日）

時　　間　午後１時 ～ ４時 

対　　　　　象　　　　　者　中学生以上

　　　　　（中学生は保護者付き添いのこと）

会　　場　玉造運動場体育館

参　　　　　加　　　　　　費　参加料　６００円

　　　　　（スポーツ安全保険代）

申込方法　電話又はＦＡＸにて住所、参加者氏

名・年齢・電話番号をそえてお申し込みください。

（申込用紙は各体育施設にあります）

申込締切　６月1日（水）

チャレンジデー2011
　5 月 25 日（水）の午前０時から午後９時まで行方市内でスポーツを推進する本イベン

トに取り組みます。15 分間以上継続して運動やスポーツを行った住民の参加率を競い合

う、住民参加型のスポーツイベントです。カナダ発祥のチャレンジデーは、現在世界中で

約１０００地域、日本国内で約１２７地域が参加しています。

　　期　日　５月２５日（水）午前０時 ～ 午後９時まで

15 分の運動なら通勤・買い物でもＯＫです！！

なわとび、おにごっこ、ダンス、ラジオ体操、ウォーキング、太

極拳、エクササイズ、ストレッチ運動 etc 体を動かす運動でさえ

あればスポーツのジャンルは問いません。

※今回は災害のため、対戦形式ではなく『住民の参加率によって、     

笹川スポーツ財団より「金」「銀」「銅」の認定証が贈呈されます。

 問・申 スポーツ振興課 ( 北浦体育館内）  ☎ ０２９１－３５－２１２０   FAX  ０２９１－３５－３８５４

『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 11 日（土）～９月 30 日（金）

（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

■受講料　15,600 円

■申込締切　　5 月 13 日【金）

定年帰農者等支援研修（水稲入門コース）

６月 7 日（火）～ 10 月 18 日（火）　

（原則、火曜日、金曜日の夜間に開講）

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

■受講料　10,800 円

■申込締切　5 月 13 日（金）

定年帰農者等支援研修（野菜入門コース）

６月 22 日（水）～ 11 月 18 日（金）　

（原則、水曜日の夜間と土曜日の日中に開講）

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

■受講料　15,600 円

■申込締切　5 月 20 日（金）

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

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。

問　茨城県立農業大学校　研修科

☎ ０２９－２９２－０４１９　 FAX ０２９－２９２－０９０３

○登録方法が簡単になりました

　　５月２日より災害情報の登録

をされている方に火事情報を

配信します！

登録はバーコードリーダーから　！

問 秘書課（麻生庁舎）☎ 0299‐72‐0811

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


