
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　1/15（日）、1/29（日）、2/12（日）、2/26（日）、3/11（日）、3/25（日）　開設時間　午前 9時～午後 5時

平成 24年 1月 1日　№ 58

お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　1月14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

◆対　　象　小学生以上

　　　　　　（小学生は要保護者同伴）

☆今回のテーマは「エルシェイプ」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　1月26日（木）

　　　　　　　　　　　　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

第４１回　水郷なめがた

水辺の里写真コンクール入賞作品展示会
行方市の観光をテーマとした写真コンクールの

入賞作品を展示します！

◆期　　日　1月20日（金）～　2月3日（金）

◆時　　間　午前8時 30分～午後5時

◆場　　所　茨城空港２階　駐車場側通路　

◆問い合わせ　行方市観光協会

　　　　　　☎ ０２９9－５５－１２２１

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

昨年の入賞作品

自殺対策講演会

日　　時　２月９日（木）午後２時～午後３時３０分

演　　題　「アルコール依存症と自殺

　　　　　　　～わたしたちにできること～」

場　　所　麻生公民館　大ホール　

講　　師　豊後荘病院　医師　飯塚聡先生

料　　金　無料

問社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　このことについては、農家からの請求を県協

議会でとりまとめ、東京電力と交渉を行ってい

るところですが、以下のものについて今月で受

付を終了したいという意向ですので、まだ請求

していない方は、大至急申請願います。

　なお、現在出荷制限を受けている、原木しい

たけ（露地）及びそれに伴う風評被害については、

今後も申請を受け付けます。

○申請を終了するもの

福島原発事故に伴う農畜産物損害のうち

　①廃棄による損害（4月まで）

　②価格下落による損害（5月まで）

　③契約の解除による損害（11月まで）

　④中国人実習生帰国による損害（11月まで）

○申請期限

　平成 24年1月10日（火）

○提出先

　行方市農林水産課及びＪＡなめがた

　※証拠書類を持参の上、お越しください。
問農林水産課（北浦庁舎）
☎０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－３２５８

福島原発事故による農畜産物
損害賠償請求について

期　　日　１月28日（土）

時　　間　午後１時～午後４時

場　　所　行方市文化会館

※入場は無料です。どなたでも

　ご自由にご参加ください。

ープログラムー

式典（顕彰並びに表彰）

福祉の推進に寄与した団体や個人に対して、表

彰状の授与や感謝状の贈呈を行います。

おもいやりコンサート

藤田恵美（ル・クブル）

問行方市社会福祉協議会☎０２９９－３６－２０２０

行方市社会福祉大会
～東日本大震災を乗り越えて「がんばっぺ行方」～

期　　日　3月17日（土）

時　　間　午後1時 30分～午後3時 30分

　　　　　（受付　12時 30分～）

場　　所　レイクエコー（行方市宇崎1389）

対　　象　一般市民

料　　金　無料

内　　容　特別講演Ⅰ　山縣邦弘先生

　　　　　　（筑波大学　腎臓内科学教授）

　　　　　特別講演Ⅱ　田畑均先生

　　　　　（なめがた地域総合病院　院長）

そのほか、医師・管理栄養士・看護師によるパ

ネルディスカッションを予定しています。

○セミナー終了後、健康相談コーナーを設置し

　ます（午後3時 30分～4時 30分）

定　　員　先着200 名（定員になり次第締切）

申込方法　電話またはファックス及び E-mailか

　　　　　らお申し込みください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）
☎０２９１－３４－６２００　FAX  ０２９１－３４－６００３
E-mail　name-kenzo@city.namegata.lg.jp

「腎臓病市民公開セミナー」
～みんなで腎臓を守ろう！～

経営トップセミナー

期　　日　２月19日（日）
時　　間　午後２時～午後３時１５分
　　　　　（受付：１２時30分～　開場：午後１時～）
場　　所　鹿嶋勤労文化会館（鹿嶋市宮中325-1）
講　　師　前　宮崎県知事　東国原英夫氏
演　　題　「ピンチをチャンスに！！」
定　　員　750 名※応募者多数の場合は抽選
料　　金　無料
申込方法　題名『経営トップセミナー』①氏名
②郵便番号③住所④参加人数及び参加者氏名
⑤連絡責任者　電話番号、ＦＡＸ番号をご記入
の上、往復はがき、ＦＡＸ、ホームページよりお
申し込みください。
申込締切　２月10日（金）必着
※決定通知は電話等にて連絡いたします。
問ユーザー協会事務局
〒311-0031鹿嶋市宮中1959-3　ＮＴＴ鹿嶋ビル3階
☎０２９９－８５－２８９４　FAX０２９９－８３－４０５７
URL　http://www.ibaraki.jtua.or.jp

　鹿行高齢者はつらつ百人委員会では、高齢者

「はつらつツアー」を開催します。偕楽園内の散

策と、常磐神社において参拝をいたします。

期　　日　２月６日（月）

時　　間　玉造保健センター駐車場

　　　　　午前８時３０分集合・出発

対　　象　市内在住の６０歳以上の方　３０名

料　　金　参加費用　1,000円（昼食代含む）

申込方法　鹿行高齢者はつらつ百人委員会

　　　　　中島委員まで（090-7945-7987）

　　　　　１月４日（水）午前９時よりお電話

　　　　　にてお申し込みください。定員にな

　　　　　り次第終了と致します。

問　高齢者はつらつ百人委員会
中島委員　☎ ０９０－７９４５－７９８７

講　　師　茨城県立中央病院　地域がんセンター

　　　　　皮膚排泄ケア認定看護師

　　　　　中田公美　看護師

期　　日　1月29日（日）

時　　間　午前10 時～午後2時 30分

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

料　　金　1,000円（昼食代等）

申込方法　電話またはＦＡＸにて下記までお申

　　　　　し込みください。

申込締切　1月25日（水）

問・申 （社）日本オストミー協会茨城県支部
　　　☎　０２９－２４１－８２９０（兼・ＦＡＸ）

人工肛門・人工膀胱保持者
のための講習会

日　　時　１月２２日（日）午後３時（受付２時３０分）

場　　所　麻生カントリークラブ（行方市島並933）

参加資格　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）

参             加           費　2,000円　（ビユッフェスタイル・フリードリンク）

募集人数　30名

申込締切　1月12日（木）
問 行方市商工会青年部（担当　大橋）
　☎０２９９－７２－０５２０　FAX　０２９９－７２－０６３４

NewYearParty2012（お見合いパーティ）
～鹿行地区商工会青年部連絡協議会主催～

高齢者はつらつツアー

支援金、見舞金、義援金の
申請手続きはお済みですか？

　３月11日の東日本大震災発生時に行方市内

に住民登録していた方で、このたびの震災で居

住していた住家に半壊以上の被害があった世帯

主に対し、支援金等が支給されます。

※「離れ」については日常的に「母屋」と一体

的に使用されているものであれば、母屋と合わ

せて１戸の住宅として、取り扱うことになります

※借家、アパート等にお住まいの方で被害にあ

われた方も対象となります。

被災者生活再建支援制度の基礎支援金の
                                   申請期限が延長されました
災害のあった日から２５カ月（平成２５年４月１０日）

※茨城県災害見舞金を申請済みの方（住家被害

が半壊）で、平成２５年４月１０日までに住宅を

解体する予定がある場合には行方市役所玉造

庁舎社会福祉課までご相談ください。

【被災者生活再建支援制度】

○対象者

① 住家が「全壊」のり災証明を受けた世帯主

② 住家が「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯主

③ 住家が「半壊」又は「大規模半壊」のり災

　証明を受け、住家を解体した世帯主（全壊扱い）

茨城県災害見舞金、義援金の配分申請の申請受
付期間の終了は平成 24 年 3月31日となります

【茨城県災害見舞金】

　被災者生活再建支援制度に該当とならない

方で次の対象に該当する場合は、茨城県災害

見舞金が支給されます。

○対象者

住家が「半壊」のり災証明を受けた世帯主

【義援金の配分申請】

　日本赤十字社及び共同募金会に寄せられた

義援金及び茨城県へ寄せられた義援金を東日

本大震災茨城県義援金配分委員会の決定に基

づき配分いたします。

○対象者

住家が、「全壊」、「大規模半壊（半壊扱い）・半

壊」のり災証明を受けた世帯主

問　社会福祉課（玉造庁舎）
　　☎０２９９－５５－０１１１　FAX  ０２９９－５５－０１１０

平成 24年経済センサス - 活動調査

平成 24 年２月１日（水）
「経済の国勢調査」です。

全国すべての企業・すべての事業所が対象です。
ご協力をお願いいたします。

総務省・経済産業省・都道府県・市区町村



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

　　　FAX ０２９１－３５－３８５４

○市体協スキー部「スキー教室」○
期　　日　2月10日（金）11日（土）12日（日）

時　　間　集合・出発時間　10日 (金)　

　　　　　午後 9時 30 分（1泊）

集合場所　行方市玉造 B&G 海洋センター

対　　象　市内居住在勤者（中学生以下は保

　　　　　護者同伴）スキー経験初級者以上

　　　　　の方のみ（スノーボード不可）

人　　数　40人　（定員になり次第締切）

スキー場　安比高原スキー場（岩手県）

宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野 464-6

　　　　　民宿 ｢いろり｣　☎ 0195-72-5150

料　　金　一　　　般 25,000 円

　　　　　小学生以下 20,000 円

　　　　　（リフト代２日分含む。出発日に

　　　　　  納入してください）

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、ス

　　　　  キー場でのレンタルとなります。）

　　　   　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　2月 2日 (木)　期日厳守

○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６,000 円が個人負担に

　なります。

○ふれあいソフトバレーボール春季大会○
期　　日　２月１２日（日）　　

時　　間　開会式　午前８時３０分

対　　象

○ウィメンズクラス（学生、生徒、一般、年齢

制限無し）女子のみ。

○フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチーム内に入る場合は２名以内とする。

○ブロンズクラス（30歳代の男女と40歳以上

の男女それぞれ一人）

○シルバークラス（40歳代の男女と50歳以上

の男女それぞれ一人）

○ゴールドクラス（50歳以上の男女それぞれ２名）

○初心者クラス（年齢制限なし）

場　　所　北浦運動場体育館アリーナ

料　　金　１チーム　２，０００円

　　　　　（参加料は試合当日に納入願います）

申込締切　2月２日（木）午後5時

　　　　　（申込用紙は各体育施設にあります）

＊すべてのクラスで監督を含め８名以内構成さ

　れたチーム

＊審判は、試合順に応じて定められたチームで

　協力しながら行う。

※23年度（23/4～24/3）から試合に参加する

　為には毎年度登録料500円がかかります。

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 1月 14 日（土）13：30 ～ 17：00

イーアスつくば（つくば市）

② 1月 22 日（日）　13：30 ～ 17：00

ホテルグランド東雲（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

1/21（土）みんなでしゃべらないと！
　　　　　お正月　カルタ取り大会！！
時　　間　13：30～ 16：30
場　　所　茨城県立青少年会館（水戸市）
対 象 者　42歳以下の独身者
募集締切　1/5（木）

2/4（土）ＴＯＰ　ＧＵＮ　ＳＰＥＣＩＡＬ　ＴＥＡ　ＰＡＲＴＹ
　　　　　　　　　　in 　航空自衛隊百里基地
時　　間　13：00～ 17：00
場　　所　航空自衛隊百里基地施設（小美玉市）
対 象 者　40歳以下の女性独身者のみ
募集期間　1/10（火）午前９時～ 1/13（金）午後５時

2/5（日）レッツ♪クッキング
バレンタインクッキングをしましょう！！
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　45歳以下の独身者
募集締切　1/20（金）

2/12（日）わいわいクッキング２
時　　間　13：00～ 17：00
場　　所　下館工房（筑西市）
対 象 者　28歳～ 35歳の独身者
募集締切　1/26（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://www.ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

○行方市スポーツフェスティバル○
　「いつでも、どこでも、いつまでも」行方市

の生涯スポーツを活発に進めるために開催しま

す。スポーツ功労者の表彰やニュースポーツ（ス

ポーツ吹矢）の体験を行います。皆さまのご参

加（参加無料、申込不要）をお待ちしています。

期　　日　１月２９日（日）　　

時　　間　開会式　午後１時３０分

場　　所　行方市文化会館

○北浦運動場トレーニングルーム

「トレーニングサポート」○
内　　容 

・からだにやさしいウォーミングアップ

・トレーニングマシン活用による運動アシスト

・個人別トレーニングメニューの作成

・健康および運動相談

期　　日　２月１０日・１７日・２４日

　　　　　３月２日・９日・１６日

　　　　　毎週金曜日　専門トレーナーが　

　　　　　常駐してアドバイスを行います。

時　　間　午後６時から午後８時（２時間）

応募資格　市内在住在勤者

場　　所　北浦運動場体育館トレーニングルーム

料　　金　無料（施設使用料　１００円／１時

　　　　　間　別途必要）

問・申 スポーツ振興課（北浦体育館内）

    　   ☎ ０２９１－３５－２１２０

期日 場所 雨天の場合
2/12 玉造浜野球場 Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
2/19 麻生運動公園野球場 麻生公民館　体育室
2/26 北浦ペガサス球場 武田小学校体育館
※どこの会場でも参加可能です。

時　　間　午前9時～午前11時 30分

参加資格　小学生以下（男女問わず）

料　　金　 無　　料

内　　容　バッティング練習・ストラックアウ

　　　　　ト・スピードガンコンテスト・チャ

　　　　　レンジコンテスト・レクリェーション

申込方法　当日、各会場にて受付を致します。

○運動できる服装（ジャージ等）、運動靴（雨天

　時は、上履き）で参加してください。グロー

　ブ等を、お持ちの方はご持参願います。

※参加賞・記念品・豪華商品等を取り揃えてま

　すので、奮ってご参加ください。

問 行方市少年野球連盟事務局（大和田）
　　☎０２９１－３５－１７２２

少年野球体験教室

開催期日及び場所

【鹿嶋会場】2月21日（火）

鹿嶋勤労文化会館（鹿嶋市宮中325-1）

【水戸会場】3月21日（水）

県水戸合同庁舎（水戸市柵町1-3-1）

時間（両会場とも）

○面接会対策事前セミナー（事前予約制）

12時 30分～午後1時15分（受付12時～）

○面接会（予約不要）

午後1時 30分～午後3時 30分（受付１時～）

対　　象　若年者（学生除く）や離職者等の

　　　　　求職者

※会場内に事業者ごとにブースを設置し、各事

　業所の採用担当者と求職者が一同に会し、　

　対面方式により面接選考や企業説明を行う

　面接会です。

※事前セミナーは事前申込が必要です。下記ま

　でお電話にてお申し込みください。

※参加予定企業等の最新情報は【元気いばらき

　就職面接会ホームページ】をご確認ください。

問株式会社キャリアプラス☎０２９－２１２－３３０５

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

rousei/h23mensetu/index.html

元気いばらき就職面接会

　取引又は証明に使用するはかりは、２年に１

回定期検査を受けなければなりません。最寄り

の会場で必ず受検するようお知らせいたします。

○定期検査日時・場所

月　日 時　間 場所
２月20日（月） 午　前

10 時 30 分～ 12 時

午　後
１時～ 3時

麻生庁舎
２月21日（火） 玉造庁舎
２月22日（水） 北浦庁舎

２月23日（木）
北浦庁舎
（予備日）

○当日持参するもの

①手数料（１台当たり520円～3,000円程度）

②受検通知ハガキ

③はかり（分銅・おもりも必ず持参）
問商工観光課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１
茨城県指定定期検査機関（社）茨城県計量協会

☎０２９－２２５－７９７３

はかりの定期検査の実施について

日　　時　２月１１日（土）午後１時３０分～

会　　場　北浦公民館　講義室

対 象 者　子育てサポート事業に登録している

　　　　　利用者及び協力者・子育てに関心

　　　　　のある方

　　　　　先着３０名（定員になり次第締切）

内　　容　「幼児安全法短期講習」　

　　　　　講師　日本赤十字社茨城支部

　　　　　乳幼児心肺蘇生法訓練、ＡＥＤの

　　　　　使い方等

申込方法　電話またはＦＡＸでお申し込みください。
問・申 行方市社会福祉協議会
☎０２９９－３６－２０２０　FAX ０２９９－５５－４５４５

期　　日　1月22日（日）

時　　間　午後1時 30分～午後4時（福祉・

　　　　　介護セミナーは午後12時 30 分～

　　　　　午後1時15分）

場　　所　犬吠埼京成ホテル

　　　　　（千葉県銚子市犬吠埼 9575）

対　　象　社会福祉等への就職を希望する方

　　　　　（平成 24年 3月卒業予定の学生含

　　　　　む）、福祉系学校へ進学を希望する

　　　　　方、福祉の仕事・資格取得に興味

　　　　　のある方など

参加方法　当日会場へ直接お越しください

　　　　　（申し込み不要・参加費無料）
問・申 茨城県社会福祉協議会☎０２９－２４４－４５４４

ちばらき「福祉の就職面接会」

子育てフォローアップ研修会


