
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　10/9（日）、10/23（日）、11/6（日）、11/20（日）12/4（日）、12/18（日）、　開設時間　午前 9時～午後 5時

　地域の皆さんの手により、公共の場を緑化し、

緑豊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　普段から活動をしている町内会・商

　　　　　店会・子ども会・老人会等の団体のみ

募集人数　１５団体まで

場　　所　集落センターや道路沿いなどの公共

　　　　　性の高い場所

料　　金　無償配布

申込方法　申請書を記入していただきます。

　　　　　電話または直接お越しください。

申込締切　10 月11日 ( 火 ) より受付（先着順）

問農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

　犬を飼っている皆さん、かわいい愛犬とのお

散歩が楽しい季節となりましたね。

　「うちの子はお利口さんだから」といって公園

や歩道で散歩ひもをはずしていませんか？散歩

中の放し飼いは、交通事故や迷い犬、人を咬ん

でしまう等の様々なトラブルの原因となってい

ます。普段は大人しい、しつけの良い犬でも突

然の大きな音や知らない人との接触等で、急に

興奮して道路などに飛び出してしまうことがあり

ます。「つないでいれば」と後悔しないためにも、

必ず散歩ひもを付けましょう。あわせて、首輪

には鑑札や迷子札など、誰が飼っている犬なの

か判るものをつけて、万が一離れてしまった場

合にも飼い主のもとに帰れるようにしておくこと

も忘れずにお願いします。また、散歩中に出た

犬の糞は必ず持ち帰りましょう。

　小さな命を守るのは飼い主の

皆さんです。散歩のマナーを守っ

て最後まで責任を持って飼いま

しょう。

問環境課（北浦庁舎）　☎０２９１－３５－２１１１

平成 23年 10月 1日　№ 55

お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　10 月 8 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「ハロウィン」です。

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－55－3927

りんりんサイクリング
◆日　　時　10 月15 日（土）

　　　　　　　　　　　　集合時間　午前 9 時～

◆集合場所　あそう温泉白帆の湯前

　　　　　　帆引き船乗船受付駐車場

◆対　　象　小学 3 年生以上

◆料　　金　小学 3 年生～中学生：1,500 円

　　　　　　高校生以上：2,000 円

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－55－3927

まが玉体験（粘土製作）
◆日　　時　10 月15 日（土）

　　　　　　　　　　　　受付　午前 10 時～

◆集合場所　霞ヶ浦ふれあいランド

◆対　　象　小学生以上（小学生は保護者同伴）

◆料　　金　500 円（入館料込）

◆講　　師　宮路久子

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－55－3927

ふれあいなんでも腕自慢参加者募集
パレードや音楽など霞ヶ浦ふれあいランドで披

露してくれる方を募集します。

◆対　　象　幼稚園児以上

◆イベント実施期間　相談の上決定します。

◆実施場所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　水の科学館

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－55－3927

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

　花苗等を配布します

　平成２４年版の農業日誌・ファミリー日誌・新

農家暦を予約販売いたします。

○「農業日誌」Ｂ６判

　予約特価１４００円（定価１４７０円）

○「ファミリー日誌」Ｂ５判

　予約特価１４００円（定価１４７０円）

○「新農家暦」Ａ５判

　予約特価４００円（定価４９０円）

申込方法　下記までお電話にてお申し込みくだ

　　　　　さい。

申込締切　平成２３年１１月１８日（金）

発　　　　　行　　　　　元　財団法人 農林統計協会

問農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

１０月は、飼い主マナー
　　　　　　向上推進月間です

　里山整備のための機械の貸付けを行っておりま

す。貸付けにあたり、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、貸付けを希望

される方は、講習会へご参

加ください。

貸付けする機械　草刈機２台・チッパー１台

期　　日　１０月２２日（土）

時　　間　午後１時 30 分～　１時間程度

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

場　　所　北浦庁舎　駐車場

料　　金　講習会参加料は無料です

　　　　　機械の貸付料

　　　　　草刈機　1日１,０００円

　　　　　チッパー　1日４,０００円

申込方法　当日直接会場までお越しください。

問農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

里山整備機械の貸付け
　　　　　　及び講習会の開催

農業日誌等の予約受付

　行方市では、各家庭から排出される生ごみの

減量、および資源の再利用の意識の高揚を図

ることを目的に、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）

（基準額は購入費の 1/2）

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）

（基準額は購入費の 1/2）

電 動 式 生 ご み 処 理 機
（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）

（基準額は購入費の 1/2）

＊補助対象者及び条件

行方市に住民登録又は外国人登録をし、市税

等完納している方

＊申請手順及び必要書類

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

鑑及び補助金を振込む金融機関の口座番号等

控え ( 郵便局は除く) を持参のうえ環境課まで

問環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

生ごみ処理容器購入費補助制度

　講師は、なわとび日本選手権2位の黒野さん、

ギネス記録保持者の村尾さんです。年齢問わず

どなたでもご参加いただけます。

　なわとびの縄を持参して運動のできる服装で

ご来場ください。

期　　日　10 月29 日（土）

時　　間　午後 2 時開始

場　　所　なめがた地域総合病院 3 階会議室

※参加費は無料です。

問なめがた地域総合病院　庶務課 /リハビリ部

　☎０２９9 －５６－０６００

厚生連市民セミナーなわとび講座

有機肥料で安全で安心な農業を

有機肥料を使用してみませんか

 この肥料は、し尿・浄化槽汚泥及び牛・豚

家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭による

優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・牛豚混

合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受けてい

ます。

※検査の結果、安全性が確認されている製品

　ですので、安心してご使用ください。

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
１５kg 袋詰　２００円

バラ売り

１kg当たり　　１０円

家庭菜園にも、プランターにも庭木の肥料に

も最適です。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
主要作物　玉ねぎ・ゴボウ・里芋・飼料作物・

その他

問　行方市玉造有機肥料供給センター

　 （玉造甲 6497 番地 3）

　 ☎ ０２９９－３６－２４１１

　 FAX  ０２９９－３６－２９１１

無料で散布していま
す！ぜひご利用くだ
さい。



募　　集

　機械技術科、自動車整備科、情報技術科、

コンピュータ制御科の学院生を募集します。

定　　員　各科　20 名

訓練期間　2 年

応募資格　高等学校又は中等教育学校を卒業

　　　　　した者（卒業見込みを含む）もしく

　　　　　はこれと同等以上の学力を有する

　　　　　と認められる者

受付期間　10 月24 日（月）～11月4 日（金）

試　　　　　験　　　　　日　11月11日（金）

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問・申 茨城県立土浦産業技術専門学院

　　　☎ ０２９－８４１－３５５１

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）

　　　　　　☎ ０２９１－３５－２１２０

○クロッケー教室○

　初心者・未経験者向けの教室を開催します。

期　　日　11月10 日（木）・２月10 日（金）

※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～１２時

対　　象　市内在住在勤者（初心者・未経験者の方）

募集人数　５０名程度

場　　所　11月10 日（木）麻生運動場野球場

　　　　　2 月10 日（金）玉造運動場陸上競技場

申込方法　氏名・住所・年齢・電話番号を下記

　　　　　までお申し込みください。 

○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。

○マレー等道具類は貸出いたします。

○第１２回社会人サッカー大会○

期　　日　１１月２０日 (日)・２７日（日）

時　　間　試合開始　午前９時

応募資格　市内在住在勤者（高校生を除く）

場　　所　北浦運動場第１グラウンド

　　　　　玉造運動場グラウンド

参　　　　　加　　　　　料　１チーム　3,000 円

　　　　　（代表者会議時に徴収）

申込方法　参加申込書は市内各運動場にあり

　　　　　ますので，必要事項を記入の上、　

　　　　　体育協会事務局までお申し込み下さい。

申込締切　１１月１０日（木）

○代表者会議を１１月１０日（木）午後７時より

　北浦体育館（会議室）で行います。

　（参加チーム代表者は，出席願います。）

期日・内容　

11月15 日（火）【全日】

学校概要等説明・授業参観・講演　ほか

11月16 日（水）小学部公開【午前のみ】

小学部概要等説明・小学部の授業参観

11月18 日（金）中学部公開【午前のみ】

中学部概要等説明・中学部の授業参観

11月21日（月）高学部公開【午前のみ】

高学部概要等説明・高学部の授業参観

講　　演（15日）

演　　題　「気がついたら、私が結婚した歳になっていた」

講　　師　細根由佳氏　元本校副会長

申込方法　

FAX にて（氏名・性別・電話番号・FAX 番号・

参加日）を記入の上お申し込みください。

申込締切　10 月28 日（金）

問・申 　茨城県立鹿島養護学校

　☎ 0299-82-7700   FAX  0299-84-1576

県立鹿島養護学校
平成 23 年度　学校公開

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 10 月 20 日（木）19：00 ～ 21：00

つくば山水亭（つくば市）

② 10 月 23 日（日）　13：30 ～ 17：00

ビアスパークしもつま（下妻市）

③ 10 月 30 日（日）13：30 ～ 17：00

ホテルマロウド筑波（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

10/15（土）卓球コンカツ♪　Let's ピンポン !!
時　　間　13：30 ～ 16：30
場　　所　茨城県自動車販売福祉センター（水戸市）
対 象 者　40 歳以下の独身者
募集開始　9/15（木）

10/26（水）素敵な予感！ハロウィンパーティー
　　　　　　　　　仮装をして集まろう！
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　20 代・30 代の独身者
募集開始　9/26（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://www.ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

なめがた版　婚活 No.4

畑で婚カツ♪in なめがた

　　　　　　『なめがた野菜 de クッキング』

　なめがた産野菜のおいしい食べ方を素敵な

野菜ソムリエから学んじゃおう！

場　　　　所　北浦公民館

時　　　　間　10：30 ～ 15：00　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　40 歳以下の独身者

募集期間　10/19（水）～ 11/4（金）

問・申 市農業振興センター

　　  ☎０２９１－３５－３１１４

11/19
（土）

○第６回行方市バスケットボール大会○

期　　日　１１月２３日 ( 水 )

応募資格　市内在住在勤する高校生以上

　　　　　（１チーム８名以上）

場　　所　北浦運動場　体育館

参　　　　　加　　　　　料　１チーム　2,000 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　１１月４日（金）午後５時

○組合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。

土浦産業技術専門学院
平成 24 年度　学院生募集

　NTT 東日本では、１１月中に順次、新しい電

話帳を各ご家庭や事務所へ配達員がお届けいた

します。また、ご不用となりました古い電話帳は、

地球環境保護や資源の有効活用のため、新し

い電話帳の配達時に回収いたしますので、配達

員へお渡しください。

　なお、ご不在等で配達員に古い電話帳を渡

せなかった場合、「タウンページセンタ」までご

連絡いただければ、後日、改めて回収にお伺い

いたします。

問　タウンページセンタ　☎ 0120-506-309

　　（受付：月～金　午前９時～午後５時）

NTT 東日本発行の電話帳を
配達・回収しております

　医療や介護サービスの利用で困っていること、

費用や保険料負担で困っていることなどについて

ケアマネージャー、ケースワーカー、医療・福祉

団体のスタッフが相談に応じます。相談料は無料

です。

☎ 029-864-2548

期　　日　１０月２２日（土）

時　　間　午前９時３０分～午後０時３０分

主　　催　茨城県社会保障推進協議会

問　茨城県社会保障推進協議会☎ 029-823-7930

国保・医療・介護
なんでも電話相談室

【アーク溶接特別教育】

期　　日　１２月７日（水）・８日（木）・９日（金）

時　　間　午前９時～午後５時

内　　容　労働安全衛生法に基づく講習で　

　　　　　アーク溶接の基礎知識・関係法令・

　　　　　実技教育

　　　　　○修了者に特別教育修了証を交付

定　　員　１０名（抽選）

料　　金　2,900 円（テキスト代含む）

応募期間　10 月11日（火）～11月10 日（木）

　　　　　※最終日必着

申込方法　申し込みは『往復はがき』で一講座

　　　　　一人一葉（連名不可）とします。

　　　　　①講座名、②氏名、③〒住所、④

　　　　　電話番号、⑤年齢、⑥職業（会社名）、

　　　　　⑦昼間の連絡先と電話番号を記入

　　　　　の上、応募期間中にお申し込みく

　　　　　ださい。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　　☎ ０２９９－６９－１１７１

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座　受講生募集

　東日本大震災での住宅被

災により建て替えを希望する

方々に向け、住宅建設を支

援するプロジェクトを実施し

ています。

　高齢者世帯をはじめ、多様な家族講師にも

対応した構造・設備とし、人にやさしい住宅を

提案いたします。

　さらに、資金計画においても建設費、既存家

屋の解体費、税金、手数料等建設に係る諸費

用など各種相談に応じます。詳しくは下記まで

お問い合わせください。

問　社団法人　茨城県建築士会

　　（水戸市笠原町 978-30　建築会館内）

　　☎ 029 －305－ 0329

　茨城県建築士会が
　　　　　住宅再建を支援

子育て支援講演会開催

　『放射線と日常生活』
　福島原発の事故を受け放射線の健康への

影響を心配される声が多く聞かれます。そこ

で今回の講演会では、「日

常生活における放射線につ

いて」と「放射線に対する

不安との付き合い方」を学

びます。　お気軽にご参加

ください。

講　　師　茨城県立医療大学　

　　　　　放射線技術科学科　佐藤斉　先生

　　　　　看護学科　長岡由紀子　先生

期　　日　１１月２２日（火）

時　　間　午後１時３０分～３時３０分

　　　　　（受付１時～）

場　　所　北浦保健センター

対　　象　子育て中の父母・妊婦とその夫

　　　　　一般の方

申込方法　１１月１４日（月）までに下記ま

　　　　　で電話等にてお申し込みください。

※保育室を設けますので（先着２０名）ご希

　望の方は申し込みの際にお伝えください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ 0291-34-6200 

地区懇談会を開催します！11/13（日）北浦公民館、　11/19（土）玉造公民館、　11/20（日）麻生公民館　【時間】午後７時～9時　○詳しくは11月号の市報でお知らせします。


