
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　12/4（日）、12/18（日）、1/15（日）、1/29（日）、2/12（日）、2/26（日）　開設時間　午前 9時～午後 5時

募　　集

１月度、受講生受付中です。

年齢不問。自信のない方、

未経験者も大歓迎です。

期　　日　１月11・18・25日

時　　間　午後７時～８時30分

資料代等　2,000円

後　　援　行方市・玉造ロータリークラブ

問・申 一般社団法人　行方幕府

〒311-1724  行方市小貫29-4☎ ０２９１－３５－４３２１

　パソコン生活応援計画

　　パソコン講座受講生募集

市民の声を市政に！

市長出前ふれあい懇談会市長出前ふれあい懇談会
～真に豊かなまちづくりをめざして～

　
　市では、平成 22 年度から、市長が行政区や団体の指定する市内の公共施設又はそ
れに準ずる施設（市外を除く。）に直接出向き、あらかじめ設定されたテーマについて
直接ひざを交えて懇談する「市長出前ふれあい懇談会」を開催しております。
　この懇談会は、市長が市民の皆様から様々なご意見を伺い、市政運営の一助とさせ
ていただき、真に豊かなまちづくりをめざすことを目的としています。
　原則、市内の行政区や市民で組織した団体・サークルを対象に 10 名以上の参加者
で実施しますので、お気軽にお申込みください。

期　　日　年末年始を除き曜日に関係なく実施（１団体につき、1年間に 1回）
場　　所　開催場所は市内の公共施設又はそれに準ずる施設（市外を除く）
　　　　　※申込者の方に手配をお願いいたします。
時　　間　午後２時から午後９時までの間のおおむね２時間以内
　　　　　※なお開催日時については、申し込み時に調整
対象団体　行政区又は市民で組織した団体・サークル等の 10 名以上のグループ
懇談内容　テーマを設定して懇談
　　　　　市政に関することであればどのようなことでも構いません。
　　　　　（お申込時にお伺いさせていただきます）
申込方法　所定の申込書に記入
　　　　　まずはお電話にて秘書課にご連絡ください。

問 秘書課（麻生庁舎）　 ☎ ０２９９－７２－０８１１

歳末『漁師市』
12 月 28 日（水）～ 30日（金）

午前 10 時～午後 3時
会場　道の駅「たまつくり」

水産物生産者の直売会です！ぜひお越しください。
【生鮮】
刺身（鯉のあらい）
鯉切り身
生ワカサギ
生シラウオ　など

【加工品】
煮干
佃煮
鯉の甘煮　など

※販売品については変更になる場合があります。

問い合わせ  行方市漁業振興協議会事務局（農林水産課内）☎ ０２９１－３５－２１１１

平成 23年 12月 1日　№ 57

お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　12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「お正月アレンジ」です。

☆持ち帰る袋とエプロンを持参してください。

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

あそう温泉白帆の湯
毎月26日は「フロの日」

利用者の方に粗品をプレゼント！

◆日　　時　12月26日（月）

　　　　　　　　　　　　午前10 時～午後9時

◆問い合わせ　あそう温泉白帆の湯

　　　　　　☎ ０２９９－８０－６６２２

初日の出特別開館
毎年恒例のお正月イベント！

○午前6時から特別開館します。

高さ約60ｍの虹の塔（タワー）から初日の出を！

◆日　　時　1月1日（日）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド　虹の塔

◆料　　金　大人300円　子供150円

※虹の塔のみの入場の場合の料金です。

◆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

若者対象の就職支援セミナー
「就職カレッジ」

期　　日　12月15日（木）・16日（金）・19日（月）

時　　間　午前９時30分～午後4時 30分

場　　所　茨城県職業人材育成センター

　　　　　（水戸市水府町864-4）

対　　象　概ね 25歳～39歳の求職者で全日

　　　　　程（3日間）参加できる方

内　　容　応募書類・面接対策等

申込方法　電話にて下記まで

問・申 特定非営利活動法人　雇用人材協会

　　  ☎０２９－３００－１７３８

時間額692円

（昨年度より　2円引上げ）
　この最低賃金額は、平成 23年10月8日か

ら茨城県内の全産業・全労働者に適用されます。

問茨城労働局基準部賃金室　☎０２９－２２４－６２１６

「茨城県最低賃金」
10 月８日から改定されました

　年末にかけて麻生衛生センターが大変込み合

います。浄化槽の清掃は、早めに許可業者に

依頼してください。

問　環境課（北浦庁舎）　☎０２９１－３５－２１１１

麻生衛生センターからお知らせ

　パパとお料理したことがありますか？料理をし

たことがなくても、ベテランの先生が優しく教

えてくれるので、大丈夫！初めての挑戦、パパと

一緒に恵方巻きを作りましょう。

期　　日　1月28日(土 )

時　　間　午前9時～午後2時（予定）　

対　　象　小学生と男性保護者12組

　　　　　（小学生は、1組2人まで）

メニュー　かんたん恵方巻きとお汁

場　　所　北浦公民館　調理室

料　　金　1人　８００円

申込方法　電話・FAX・メールにてお申し込み

　　　　　ください。

　　　　　必要事項：①参加者名 (パパ ) ②

　　　　　参加者名（子ども）③学校名④学

　　　　　年⑤住所⑥連絡先電話番号⑦ FAX

　　　　　番号⑧参加希望の理由

申込締切　12月16日 (金 )

※応募者多数の場合は抽選

問生涯学習課（北浦公民館内）

☎０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－３７７３

E-mail  name-shogaku@city.namegata.lg.jp

パパといっしょにクッキング in 行方
参加者募集

生涯学習課メールアドレス
ＱＲコード

小学校新入学児童に対する
入学祝品の贈呈について

　（社）茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひと

り親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子さんで

平成２４年度小学校に入学されるお子さんに入

学祝品（学用品）を差し上げます。希望される

保護者の方は、行方市社会福祉課へ、お子さ

んの氏名・性別・保護者氏名・住所・連絡先を

１月31日（火）までに申し出てください。

問茨城県母子寡婦福祉連合会 ☎０２９－２２１－７５０５

問・申 社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１



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）　☎ ０２９１－３５－２１２０

○市体協スキー部「スキー教室」○
　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20日（金）21日（土）22日（日）

時　　間　集合・出発時間　20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　（定員になり次第締切）

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　

　　　　　（参加料には、宿泊代・バス代・

　　　　　リフト代、２日分も、含まれた料

　　　　　金となります。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 14日（土）

　　　　　※期日厳守

※スノーボード不可です。

○行方市交流バスケットボール大会○
期　　日　１月22日（日）

時　　間　集合 午前８時

対　　象　市内在住・在勤者

場　　所　北浦運動場　体育館

料　　金　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　１月6日（金）午後５時

○競技方法

・組み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。

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 12月 11 日（日）13：30 ～ 17：00

常総市生涯学習センター（常総市）

② 12月 24 日（土）　13：30 ～ 17：00

ホテルグランド東雲（つくば市）

③ 12月 25 日（日）13：30 ～ 17：00

ビアスパークしもつま（下妻市）

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

12/22（木）「ときめいていますか」
　　　　　　                         FEELING PARTY
時　　間　18：30～ 20：30
場　　所　ベル・ザ・クラス（牛久市）
対 象 者　26～ 40歳の独身者
募集開始　11/14（月）

12/23（金）駅 de 婚活　ぷち Christmas ☆
時　　間　13：30～ 16：30
場　　所　シーバーズカフェ（ＪＲ常磐線日立駅内）
対 象 者　40歳以下の独身者
募集開始　11/28（月）

12/23（金）手作りパーティーしちゃいましょっ♪
　　　　　　　　　アツアツ小龍包を作ろう！
時　　間　15：00～ 18：00
場　　所　おぐらや（常陸太田市）
対 象 者　30代・40代の独身者
募集開始　11/24（木）

1/14（土）みんなでしゃべらないと！
時　　間　19：00～ 21：30
場　　所　未定
対 象 者　35歳以下の独身者
募集開始　12/14（水）

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/

　行方市では観光ボランティアの育成に取り組

んでいます。

　行方市の歴史、文化を学んでみたい、人と話

すのが大好きで、観光で訪れたお客様と交流し

たいなど観光ボランティア活動に興味のある方

を募集します。

申込方法　下記まで電話でお申し込みください。

問 商工観光課（北浦庁舎）　☎０２９１－３５－２１１１

行方市観光ボランティア募集

対　　象　基地周辺市町に居住している20歳

　　　　　以上の方で、防衛問題及び自衛隊

　　　　　に関心があり、公正で建設的な意

　　　　　見を述べていただける方、また平日

　　　　　に基地見学や会議等への出席が可

　　　　　能な方を募集いたします。

人　　数　5名程度

申込方法　E-mail又は、はがきで下記の項目

　　　　　を記載し、送付してください。

　　　　　①氏名（ふりがな）、②生年月日、　

　　　　　③性別、④住所、⑤本籍、⑥電話

　　　　　番号、⑦職業、⑧この募集を知っ

　　　　　たきっかけ、⑨応募の動機

申込締切　1月27日（金）※到着分まで

発　　表　3月下旬予定

問・申 〒311-3494（大規模事業所番号のため市町名等は不要）

航空自衛隊　第７航空団　渉外室　基地モニター係

E-mail 7wg-adm011@inet.asdf.mod.go.jp

☎ ０２９９－５２－１３３１（内線2450）

百里基地モニター募集

　北浦運動場体育館アリーナ修繕工事のため、

２月21日（火）から３月31日（土）まで貸出を

中止させていただきます。

　利用者の皆様には、ご迷惑をおかけします

が、ご理解ご協力をお願いいたします。尚、トレー

ニングルームについては通常通りご利用いただ

けます。

期　　日　２月２１日（火）～３月３１日（土）

場　　所　北浦運動場体育館アリーナ

問スポーツ振興課（北浦体育館内）　☎０２９１－３５－２１２０

北浦運動場体育館アリーナ
修繕工事

【エクセルの応用】

期　　日　2/2（木）、6（月）、７（火）、９（木）、

　　　　　13（月）の5日間

時　　間　午後 6時～9時　15時間

内　　容　基礎を受講した方及び経験者を対

　　　　　象に、効率の良い表の作成技法、　

　　　　　グラフ作成の応用、便利な機能など

応募期間　12月５日（月）～1月５日（木）

【エクセルでプレゼンテーション】

期　　日　2/16（木）、20（月）、21（火）、23（木）、

　　　　　27（月）の5日間

時　　間　午後 6時～9時　15時間

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

応募期間　12月19日（月）～1月19日（木）

定　　員　各コース共　10名（抽選）

受講料金　各コース共　2,900円

　　　　　（テキスト代含む）

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、応募期間中に申し込みくだ

　　　　　さい。締め切りは、応募期間中の

　　　　　最終日必着とします。

問　鹿島産業技術専門学院

〒311-2223鹿嶋市林572-1　☎０２９９－６９－１１７１

鹿島産業技術専門学院
在職者訓練講座案内

陸上自衛隊　高等工科学校生徒

応募資格　平成２４年 4月1日現在、15歳以

　　　　　上17歳未満（平成 7年 4月2日か

　　　　　ら平成 9年 4月1日までの間に生

　　　　　まれた方）の男子で、中学校卒業

　　　　　者又は中等教育学校の前期課程修

　　　　　了者（平成 24年 3月に中学校卒業

　　　　　又は中等教育学校の前期課程修了

　　　　　見込みの方を含む。）

応募締切　１月６日（金）※締切日必着

試験期日　1次：1月14日（土）

　　　　　2次：1月28日（土）

　　　　　から31日までの間の指定する1日

試験会場　1次：受付時又は受験票交付時にお知らせします。

　　　　　2次：第1次試験合格通知でお知らせします。

試験内容　1次：筆記試験、作文

　　　　　2次：口述試験（個別面接）及び身体検査

問・申 小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）

自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　☎ 0299-52-1366

平成 23 年度　自衛官募集

　放送大学では、平成 24年度第1学期（4月

入学）の学生を募集しています。放送大学はテ

レビなどの放送を利用して授業を行う通信制の

大学です。

　働きながら学んで大学を卒業したい、学びを

楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代、職

業の方が学んでいます。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学

など、幅広い分野を学べます。

出願期間　2月29日まで

○資料を無料で差し上げています。

お気軽に放送大学茨城学習センター

問放送大学茨城学習センター ☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　4月生募集


