
お知らせ版
市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811

災害ごみ（瓦・ブロック・石・廃石膏ボードに限る）の仮置き場（玉造浄化センター隣）開設日　9/11（日）、9/25（日）、10/9（日）、10/23（日）、11/6（日）、11/20（日）　開設時間　午前 9時～午後 5時

　毎日の生活の中で、次のような点に気を配る

ことで容器包装の排出削減等につながります。

皆さんのご協力をお願いします。

○酒類製造業者の３R

・容器の軽量化

・リターナルびんの導入・利用と積極的な回収

○酒類流通業者の３R

・レジ袋の使用削減、簡易包装の推進

・リターナブルびんの周知や消費者からの回収

・環境にやさしい容器を利用した商品の取り扱い

○消費者の３R

・買い物袋の持参や簡易包装の励行

・環境にやさしい容器を利用した商品の優先選択

・決められた分別排出の励行や集団回収への協力

日　  時　１０月６日（木）午後１時～３時

場　  所　女性プラザ男女共同参画支援室

　　　　　（いばらき就職支援センター内）

　　　　　水戸市三の丸１－７－４１

　　　　　※お車の方は，県三の丸庁舎駐車場利用

テ　　　　ー　　　　マ　

 「しなやかに自分らしく

　　　　～ストレスから解き放つ方法を学ぶ～」

　職場や地域社会などの人間関係から生じるス

トレスへの対処方法として、気

持の持ち方や人との距離の置

き方などストレスを溜め込まな

い、気持ちを軽くするノウハウ

を、実技を交えて学ぶ。

講　　師　ヒヨドリ医院心理課長

　　　　　渡辺めぐみ氏（臨床心理士）

募集人員　３０名（先着順受付）

参　　　　　加　　　　　費　無料

問茨城県女性青少年課女性プラザ男女共同参画支援室

　☎ ０２９－２３３－３９８２
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お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　９月10日（土）

　　　　　　午後2時～午後3時 30分

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド多目的ホール

◆料　　金　1名　1,500円

☆今回のテーマは「月」です。

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

水の科学館
～スポーツの秋！中庭運動会！～

◆日　　時　9月～11月（毎日実施※月曜休館）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　（中庭子供広場）

◆内　　容　的あてゲーム・空き缶遊び

　　　　　　フラフープ・けんけんぱ

　　　　　　玉入れ

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

水郷なめがた水辺の里写真コンクール
応募をお待ちしています！

　　　　　

◆テ　　　　ー　　　　　マ　行方市の帆引き船・お祭り・風景

　　　　　　等を題材にした写真　

◆応募締切　12/13（火）※当日消印有効

◆作品規格　平成 23年1月以降に行方市内で

　　　　　　撮影された写真

※詳しい規格についてはお問い合わせください。

問　行方市観光協会（市商工観光課内）
　　☎ ０２９９－５５－１２２１

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

　水戸地方法務局では、このたびの東日本大

震災により被災された地域において、被災建物

について、被災者が登記申請をすることなく、

登記官が職権により減失登記を行うこととしま

した。

　関係者の皆様には、現地調査等において、

お話を伺うなどのご協力をいただくことがあり

ますので、よろしくお願いします。

期　　間　平成 24年３月31日まで

対象地域　茨城県全域

問水戸地方法務局不動産登記部門減失登記対策委員会

　☎ ０２９－２２１－５１３９　

東日本大震災による
倒壊等建物の減失登記について

　調　停　相　談　会

　社団法人　日本オストミー協会茨城支部で

は、オストメイト社会適応訓練事業の一環とし

て、オストミー講習会を開催します。

内　　容　水戸赤十字病院　

　　　　　皮膚・排泄ケア認定看護師

　　　　　看護師　金成尚子先生

　　　　（個別相談、講師面談、新人ピアカウ

　　　　ンセリング、ストーマ用装具、展示説明）

期　　日　１０月2日（日）

時　　間　午前１０時～午後３時

場　　所　水戸市福祉ボランティア会館

　　　　　（水戸市赤塚1-1　ミオス２階）

料　　金　1,000円（昼食代等）

申込締切　９月27日（火）

※駐車場は、会館内水戸市営駐車場をご利用

　ください。　

問　（社）日本オストミー協会　茨城県支部

　　水戸市見川町2563-594 

　　☎ ０２９－２４１－８２９０　

人工肛門・人工膀胱保持者の
ための講習会

　今年も茨城県統計協会編集の、茨城県民手

帳が発行されます。県民必携の便利な手帳で

すのでご活用ください。

◆種類

デスク版（14.9㎝×21.0cm） ９００円

標 準 版（8.2cm×13.9cm）４００円（鉛筆付）

ポケット版（7.0cm×12.0cm）３００円（鉛筆付）

　

　書店（取扱店に限りがあります）でもお買い

求めになれますが、下記の場所でも申し込みを

受け付けておりますのでご利用ください。

・行方市役所麻生庁舎　企画政策課　

　TEL　0299-72-0811　FAX　0299-72-2174

・茨城県企画部統計課内　茨城県統計協会

　TEL　029-301-2637　FAX　029-301-2669

・統計協会ホームページから　

　URL：http://www.ibatokei.jp/

※上記での申し込み期限は平成23年10月３日

（月）です。また、上記で購入した場合は送料

及び振込手数料等がかかる場合がございますの

で、ご確認ください。

問企画政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１ 

平成 24 年版
茨城県民手帳の発行について

男女共同参画チャレンジ
　　　　　　支援セミナー開催

　なめがた食彩マーケット会議で

は、県外で開催される産直市等の

農水産物販売イベントや商談会へ

の出展を支援します。出展料の一

部を助成します。

　詳しい内容等は、なめがた食彩マーケット会

議事務局までお問い合わせ下さい。

対象者

農業生産法人、農業者の組織する団体等

対象イベント

県外開催、出展品が行方産農水産物及び加工品等

※申請書及び実績報告書を提出していただきます。

問なめがた食彩マーケット会議（事務局：農林水産課）

　☎ ０２９１－３５－２１１１

なめがた農水産物 PRイベント
　　　　　　出展支援について

　地上デジタル放送に移行

したことに伴い、不用になっ

たアナログテレビは、家電リ

サイクル法に基づき、適正に

リサイクルしてください。

※ごみ集積所には出せませんのでご注意ください。

※不法投棄は犯罪です。必ず正しい方法で処分

　しましょう。

問環境課（北浦庁舎）　☎ ０２９１－３５－２１１１

地デジ化に伴うテレビの処分に
　　　　　　ついてのお知らせ

　悩み事、心配事、争い事について問題解決

の手順をあなたとともに考えます。

期　　日　１０月1日（土）

時　　間　午前10 時～午後3時

場　　所　鹿嶋勤労文化会館　１階　研修室

問麻生調停協会（水戸地方・家庭裁判所麻生支部内）

　☎０２９９－７２－００９１

　防衛省は自衛隊記念日行事の一環として、平

成 23年度航空観閲式を本年１０月１６日に航空

自衛隊百里基地において実施することとなりま

した。

　なお、政府主催行事のため、一般者のご来

場はできませんのでご理解ください。

　また、当日及び事前の飛行訓練中は、大変

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、ご理解の

上、ご協力をお願いいたします。

問航空自衛隊百里基地渉外室 ☎０２９９－５２－１３３１

航空観閲式開催に関するお願い

10月はリデュース・リユース
　リサイクル（３R）の推進月間です

　灯油や重油等をそのままディーゼル車の燃料

として使用したり、これらと混和した軽油を使

用することは軽油引取税を免れるための脱税行

為であり、悪質な犯罪です。

　豊かな自然環境をまもり、住みよい郷土をつ

くるためにも、正しい軽油を使いましょう。

問茨城県行方県税事務所 ☎０２９９－７２－０４８３

正しい軽油を使いましょう



募　　集

受験
種目

防衛大学校 防衛医科大学校
陸上自衛隊
看護学生

応募
資格

平成 24 年 4月1日現在、
18歳以上 21 歳未満の者

平成 24 年
4月 1日現在、
18 歳以上 24
歳未満の者

受付
期間

9月 5日（月）～ 9月 30 日（金）（締切日必着）

試験
期日

（1次）
11 月 5日（土）
及び 6日（日）

（1次）
10 月 29 日（土）
及び 30 日（日）

（1次）
10月22日（土）

会場 受付時にお知らせ

試験
科目

（１次）筆記試験
　　　小論文
（２次）口述試験
　　　身体検査

（１次）筆記試験
（２次）口述試験
　　　小論文
　　　身体検査

（１次）筆記試験
　　　作文
（２次）口述試験
　　　身体検査

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問・申 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）

　　　☎ ０２９９－５２－１３６６

自衛官募集案内

各種スポーツ大会・教室参加者募集各種スポーツ大会・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

○秋季バドミントン大会○

期　　日　１０月2日（日）　　　　

時　　間　午前8時 30分～　受付

　　　　　　　9時～　開会式

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、　

　　　　　又は市内クラブで活動されている

　　　　　方。近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　一組　１，０００円

※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　９月18日（日）

種　　目　男子ダブルス（上級・中級・初級）

　　　　　女子ダブルス（上級・中級・初級）

・対戦組合せは主催者に一任させていただきます。

・エントリーは自己申告制ですので、各チーム

　の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

　ルに応じてエントリーをお願いします。

・メンバー変更は当日受付時申し出てください。

　棄権のないようお願いいたします。参加料は

　棄権してもお支払いください。

○第10回市民テニス大会○

期　　日　９月25日（日）

　　　　　※雨天時１０月2日（日）

時　　間　午前９時　集合受付

対　　象　市内在住在勤する方、若しくは市内

　　　　　のクラブ等に所属している方

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　ＴＥＬまたはＦＡＸにて住所・氏名・

　　　　　連絡先・勤務先・所属クラブ等を

　　　　　下記までご連絡ください。なお、当

　　　　　日のお申し込みも受け付けますので

　　　　　奮ってご参加ください。

種　　目　男子ダブルス　女子ダブルス

　　　　　男子シングルス　女子シングルス

　　　　　ミックスダブルス

試合方法　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予定）

　　　　　６ゲームマッチ（当日抽選）

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際は代
表者の住所・氏名）

〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市体育協会事務局

（白紙）

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

○秋の日帰り登山参加者募集○

期　　日　１０月28日(金 )

対　　象　市内に住所を有する者

人　　数　４０名

場　　所　金時山（神奈川県と静岡県の境）

料　　金　１名　３，０００円

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚で

　　　　２名までとします。

申込締切　９月30日（金）　必着

※参加申込人数が募集人員を超えた場合は、　

　抽選となります。

※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。

※体力・健康に不安のある方は、ご遠慮願います。

　行方市では様々な種類の花を生産していま

す。地元の皆様に、より知っていただくために

教室を開催します。花生産のプロから学ぶ機会

です。ぜひご参加ください。

※各種道具をお貸しします。初心者の方もお気

　軽にご参加ください！！

期　　日　寄せ植え：10月21日 (金 )

　　　　　アレンジ：　　　11月18日 (金 )

時　　間　午後2時から

人　　数　各20組（先着順）

場　　所　寄せ植え：玉造農村環境改善センター

　　　　　アレンジ：麻生公民館

料　　金　各1,500円

申込方法　電話、FAX（住所・氏名・電話番号・

　　　　　年齢・参加教室名を記載）にてお

　　　　　申し込みください。

申込締切　9月30日（金）

問・申 行方市花生産組合（事務局・農林水産課）

　　   ☎ ０２９１－３５－２１１１  FAX  ０２９１－３５－３２５８

寄せ植え・フラワーアレンジメント
教室参加者募集

　概ね40歳未満の若者を対象に、就職に必

要な基礎能力向上のため「就職力ステップアッ

プ講座」を開催します。

期　　日　10月4日（火）～10月12日（水）

　　　　　（土日祝日除く6日間）

時　　間　午前9時 30分～午後４時30分

対　　象　概ね40歳未満の方（学生は除く）

人　　数　20名

場　　所　茨城県土浦合同庁舎

料　　金　無料

申込方法 　株式会社キャリアプラ　

　　　　　スにお申し込みください。

　　　　　☎ 029-212-3305

　　　　   FAX  029-212-3299
【就職力ステップアップ講座ホームページ】

http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/rousei/

h23stepup/index.html

問茨城県商工労働部労働政策課雇用促進対策室

　　　☎ ０２９－３０１－３６４５

　花の苗や種を購入したり、スコップなどの道

具類を整備したり、花壇の造成をするための費

用として、支援金をお渡ししています。

●１団体・学校あたり５万円以内

対象経費

１.花壇の造成費用等

　（プランター、鉢等の購入費含む）

２.シャベル等の用具の購入費用

３.花の種・苗等の購入費用

４.その他、花いっぱい運動に必要と認められ

　る費用

申込方法　応募用紙に必要事項を記入し、活

　　　　　動時や花壇の写真（３から５枚）と

　　　　　一緒に、市生涯学習課もしくは、　

　　　　　大好きいばらき県民会議まで応募。

応募締切　平成 23年９月１６日（金）必着

問・申 生涯学習課（北浦公民館内）　

　☎ ０２９１－３５－２１１１   FAX  ０２９１－３５－３７７３

花づくりを応援します
～支援団体募集～

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 9月 10 日（土）13：30 ～ 17：00

牛久市中央生涯学習センター（牛久市）

② 9月 18 日（日）　13：30 ～ 17：00

ホテルグランド東雲（つくば市）

③ 9月 22 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

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主催

9/17（土）「恋人の聖地・笠間」で
　　　　　　　　　　カクテルパーティー
時　　間　17：00～ 19：00
場　　所　笠間芸術の森公園（笠間市）
対 象 者　45歳以下の独身者
募集開始　8/18（木）

9/18（日）レッツ♪クッキング
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　男性45歳以下・女性年齢フリーの独身者
募集開始　8/19（金）

9/22（木）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00～ 21：30
場　　所　フェリヴェールサンシャイン（水戸市）
対 象 者　50歳以下の独身者
募集開始　8/22（月）

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://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

なめがた版　婚活 No.3

畑で婚カツ♪inなめがた『フルーツトマト狩り』

収穫体験やバーベキューetc. 畑で

一緒に農業体験しませんか♪

場　　　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　　　　農業振興センター（行方市）

時　　　　間　10：00 ～ 16：00　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　42歳以下の独身者

募集期間　9/8（木）～ 9/22（木）
問・申 市農業振興センター
　　  ☎０２９１－３５－３１１４

10/8
（土）

市民運動会開催のお知らせ市民運動会開催のお知らせ
　市民の方々が自由に参加できるよう多数のオー

プン種目を中心に、保育園、スポーツ少年団、

PTAなどの団体での参加も予定しています。

たくさんの皆様方のご来場をお待ちしています。

期　日　10月9日（日）

場　所　玉造運動場陸上競技場

※雨天の場合は、順延し翌

10日（月曜日：体育の日）さ

らに雨天の場合には、中止と

します。

　就職支援講座　受講生募集


