
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　2/12（日）、2/26（日）、3/11（日）、3/25（日）　開設時間　午前 9 時～午後 5 時  　※４月以降も実施予定です

　県内全市町村と県、交通事業者及び関係団

体により構成する「茨城県公共交通活性化会議」

では、２月から３月にかけて「いばらき公共交

通利用促進キャンペーン」を実施します。

　キャンペーンでは、公共交通をより使いやすく

便利にしていくためにはどうしたらいいかを考え

るための「公共交通シンポジウム」や「県内一

斉ノーマイカーデー」のほか、「駅からウォーキ

ング」など、地域ごとの様々なイベントを予定

していますので、ふるってご参加ください。

　詳しくは、茨城県公共交通活性化会議ホーム

ページ「鉄道・バス・タクシーいばらき」でご確

認ください。随時新しい情報を掲載していく予

定です。

【公共交通シンポジウム】

期　　日　２月16 日（木）

時　　間　午後１時～午後４時 30 分

場　　所　茨城県民文化センター

参　　　　　加　　　　　料　無料

【県内一斉ノーマイカーデー】

○一斉取組日　２月10 日（金）

問　事務局：茨城県企画課交通対策室

☎０２９－３０１－２５３６ URL http://www.koutsu-ibaraki.jp/

期　　日　3 月11日（日）

時　　間　午後1 時～ 6 時

場　　所　行方市文化会館

内　　容　特別出演　美月優

　　　　　軽部美智子　川島有紀

　　　　　芹沢ひろし　藍　晴美　大里一郎

主　　催　行方市文化協会（北浦）歌謡部会

代　　表　部会長　高橋長一

後　　援　行方市・行方市教育委員会

問　寺内泰夫　☎０２９１－３５－２２４２
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お 知 ら せ

フラワーアレンジメント
◆日　　時　２月11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「バレンタイン」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

ワカサギ観察・釣り体験
釣ったワカサギはその場で調理して食べられます！

◆日　　時　2 月中の土日祝日

　　　　　　　　　　　　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

◆場　　　　所　霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館階段下

　　　　　　　　　　　三連水車側　三角池

◆料　　　　金　　300 円

◆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　2月26 日（日）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

　行方市観光協会より

　　　　イベント情報

期　　日　２月２６日（日）

時　　間　午後１時～午後３時３０分

　　　　　（受付　午後 0 時～）

場　　所　行方市文化会館

※ 入場は無料です。皆様どうぞお越しください。

　行方市国際交流協会の設立 20 周年を記念

し、在住外国人による日本語スピーチコンテス

トを開催します。このほか、これまでの活動の

あゆみのパネル展示や各種アトラクションを行

います。

問　行方市国際交流協会 ( 会長 ) 小林

　☎ ０２９１－３５－２０１０

震災復興　歌謡カラオケ
チャリティショー

いばらき公共交通利用促進
キャンペーンを実施します！

～行方市国際交流協会 20 周年記念～

在住外国人日本語スピーチコンテスト

　全国藩校サミットは藩校教育の伝統と精神を

見つめ直し現代へ受け継ぐことを目的に、毎年、

全国の藩校所在都市で開催されており、全国各

地から旧藩当主や藩校関係者が一堂に会します。

【藩校サミット】

期　　日　2 月18 日（土）

時　　間　午後1 時～午後４時 30 分

場　　所　水戸芸術館コンサートホール

内　　容　記念講演会

○漢字文化と藩校教育に関する講演を行います。

Ⅰ　徳川恒孝氏（徳川宗家第 18 代当主）

Ⅱ　石川忠久氏（元ニ松学舎大学学長）

Ⅲ　徳川斉正氏（水戸徳川家第 15 代当主）

素読発表

「弘道館記」（一般参加者による発表）

「偕楽園記」（小学生による発表）

☆同時開催「水戸藩！味な城下町まつり」

○旧水戸藩領内の自治体が、地場産品を活用

　し自慢の「味な料理」を提供・販売します。

○各地で人気の高い物産品や地酒などを販売し

　ます。

時　間　午前９時 30 分～午後３時（雨天決行）

場　所　水戸芸術館広場

【視察研修】

期　日　2 月１９日（日）

水戸駅を起点として、１日コース、半日コースが

あります。（定員制）

視察先　弘道館、偕楽園、徳川ミュージアム、

西山荘、水戸徳川家墓所など

※詳細は、下記までお問い合わせください。

問第１０回全国藩校サミットin水戸実行委員会事務局

（水戸市教育委員会事務局文化課内）　

☎０２９－２４０－５８９０

第 10 回　全国藩校サミット in 水戸 心身障害者（児）の
歯科予防講習会のお知らせ

期　　日　２月２６日（日）

時　　間　午後１時３０分～午後３時３０分

会　　場　霞ヶ浦医療センター　講堂

演題及び講師

『障害特性を考慮した口腔ケアの実際』

日本大学松戸歯学部特殊診療科

竹蓋道子先生

＊障害特性を考慮した上での、     

　口腔ケアの実際についての講

　演と、口腔ケアの実習を予定

　しています。

申込方法　２月19 日までに下記までお申し込

　　　　　みください。

問　茨城県身体障害者小児歯科治療センター　

　☎０２９－２５４－４１７７　 FAX ０２９－２１５－２５７３

全国一斉！
法務局休日相談所開設

　法務局の取り扱う業務全般について、法務局

職員、司法書士、土地家屋調査士、公証人及び

人権擁護委員が相談に応じます。

期　　日　２月１２日（日）

時　　間　午前１０時～午後４時

　　　　　（ただし受付時間は午後３時まで）

場　　所　鹿嶋会場

　　　　　水戸地方法務局鹿嶋支局

　　　　　（鹿嶋市鉢形 1527-1）

相談内容　土地の境界争い、相続・贈与・売

　　　　　買などの登記手続、抵当権の抹消

　　　　　手続、地代家賃の供託手続、戸籍

　　　　　の届出方法、成年後見制度、サラ

　　　　　金の取立て問題、夫婦・親子など

　　　　　家庭内の問題、近隣とのトラブル、

　　　　　セクハラ、子どものいじめ、ＤＶ問

　　　　　題など

料　　金　無料

問　水戸地方法務局総務課

　　☎０２９－２２７－９９１１

県西・鹿行交流ツアー
行方市民向けの結城市観光ツアー
①産地見学会コース

つむぎの館～各製造工程の見学＆昼食

○資料館と陳列館、結いの見世で結城紬をよ

　り深くお知り頂くための案内付き

○普段は見ることが出来ない本場結城紬の製

　造工程を特別見学

○現代の名工による本物の職人技、匠の技を

　ご見学いただけます。

②つむぎ味噌造り体験コース

味噌作り体験＆昼食～山川不動尊縁日

○創業天保３年の老舗で味噌造り体験。造っ

　た味噌約８kg はお持ち帰りください。

○味噌造り体験後は、みそを使用した料理が

　これまた絶品！他味噌を使った料理のレシピ

　も公開。

○昭和初期のどこか懐かしい縁日です。

①②共通

結城酒造～街中散策～あくとの里（農産物のお買い物）

○小田屋醤油蔵は寛政元年創業の老舗醤油蔵

　元です。取引先は有名割烹料亭やホテル等。

　小売には一切卸さないこだわりの醤油です　

　が、お店では購入いただけます。

○結城の老舗酒造の見学・試飲も出来ます。

○あくとの里は新鮮な農産物直売所。とれたて

　野菜やお土産のショッピングをお楽しみくだ

　さい。

○「ゆでまんじゅう」や「すだれ麩」といった

　聞きなれない名物も多数。是非ご賞味くだ

　さい。

○「ゆでまんじゅう」は食べ比べクーポン（真盛

　堂・富士峰菓子舗・なか川菓子舗の 3 店舗）

　付き

◆期　　日　3 月28 日（水）

◆発着場所（集合／発時／着時）

　麻生庁舎（7：00／ 7：10／18：25）

　北浦庁舎（7：30／ 7：40／18：40）

　道の駅たまつくり（8：00／8：10／19：00）

◆旅行代金　6,980 円（大人・こども同一）

◆後　　援　結城市・行方市　

◆問い合わせ　ＪＴＢ関東法人営業水戸支店

　　　　　　☎ ０２９－２２２－７３３５



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

○行方市長杯バドミントン大会○
期　　日　３月４日（日）

時　　間　受　付　午前８時 30 分～

　　　　　開会式　午前９時～

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、

　　　　　または市内クラブで活動されて

　　　　　いる方・近隣市町村の方

場　　所　北浦中学校体育館

料　　金　１組１，０００円

　　　　　（当日各チーム一括して徴収）

申込方法　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。

申込締切　２月１９日（日）

種　　目　混合ダブルス・Ａクラス（上級者）

　　　　　Ｂクラス（中級者）・Ｃクラス（初

　　　　　級者）※前回入賞者は１つランク

　　　　　を上げてエントリーしてください。

競技方法　リーグ戦及びトーナメント戦

＊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。な

お、参加料は棄権してもお支払いください。

○第10回行方市民テニス大会○
期　　日　３月１１日（日）※雨天時３月１８日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　市内在住在勤者、若しくは市内の

　　　　　クラブ等に所属している者

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・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）

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 2 月 18 日（土）13：30 ～ 16：30

　とねミドリ館（古河市）

② 2 月 23 日（木）　19：00 ～ 21：00

　つくば山水亭（つくば市）

③ 2 月 25 日（土）　13：30 ～ 16：30

　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

3/4（日）レッツ♪クッキング

ホワイトデー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　35 歳～ 45 歳の独身者

受付期間　2/3（金）～ 2/17（金）

3/13（火）素敵な予感！ふれあいパーティー

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　夢浪漫（水戸市）

対 象 者　30 歳代の独身者

受付期間　2/13（月）～ 2/27（月）

3/18（日）麻雀 de 婚活！？

　　　　　～初心者大歓迎！健康麻雀～

時　　間　14：00 ～ 18：00

場　　所　白梅マージャンクラブ（水戸市）

対 象 者　30 代・40 代の独身者

受付期間　2/17（金）～ 3/2（金）

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/

○「ボクササイズ」教室○

期　　日　３月１日（木）・８日（木）（全２回）

時　　間　午後７時 30 分～午後９時 30 分　

場　　所　北浦公民館　２Ｆ会議室

人　　数　３０名（定員になり次第締め切り）

料　　金　無料

申込方法　電話にて下記までお申し込みください。

※運動のできる服装と水分補給飲料をご持参く

　ださい。

○小中学校体育館定期利用団体申込受付○
　

　４月より、各小中学校の体育館で練習レクリ

エーション活動などを希望する団体については、

下記によりお申し込みください。

対　　象　市内在住在勤者 10 名以上で構成

　　　　　する団体

応募資格　市内在住在勤者 10 名以上で構成

　　　　　する団体で、平成 24 年度スポーツ

　　　　　安全保険等に加入見込みであること

施　　設　市内各小中学校体育館

　　　　　（小貫小・三和小・玉造小を除く）

申込方法　麻生運動場・北浦運動場・玉造運

　　　　　動場の各事務室に申込書を用意い

　　　　　たしますのでご記入の上提出願い

　　　　　ます。（FAX 不可）

申込締切　３月１０日（土）午後５時１５分

※麻生地区小中学校体育館を利用希望の団体

　は 3 月15 日（木）午後７時より麻生運動場

　会議室、玉造地区小中学校体育館を利用希

　望の団体は 3 月16 日（金）午後７時より玉造

　農村環境改善センター大会議室で調整会議

　を行いますので、申し込まれた団体の代表者

　の方は出席願います。

※北浦地区小中学校体育館を利用希望の団体

　は申込状況により３月末に調整会議を行いま

　す。その際は申込団体に後日通知いたします。

問・申 スポーツ振興課（北浦体育館内）

    　   ☎ ０２９１－３５－２１２０

3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　3 月７・14・21日

時　　間　午後７時～午後８時 30 分

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

　　　無料パソコン講座

期　　日　3 月29 日（木）

時　　間　午前９時～午後１時

場　　所　北浦公民館　調理室

対　　象　行方市在住の母子・父子家庭

　　　　　先着 20 名（定員になり次第締切）

参加費用　大人 300 円　子供 100 円

申込方法　電話・ＦＡＸ・ハガキでお申し込み

　　　　　ください。

問・申 行方市社会福祉協議会

〒311-3512　行方市玉造甲403 番地

☎０２９９－３６－２０２０　 FAX０２９９－５５－４５４５

ひとり親家庭パン作り教室

毎日通学できない方でも学べる通信制（単位制）

受付期間

一般入学　３月12日（月）～３月23 日（金）

（ただし、土日祝日を除く午前９時～午後５時）

編・転入学　２月20 日（月）～２月24 日（金）

（ただし、午前９時～午後４時 30 分）

○以前に在籍していた高校で修得

　した単位を生かせます。

○幅広い年代の方が学んでいます。

　お気軽にお問い合わせください。

問・申 茨城県立水戸南高等学校（通信制）

〒310-0804　茨城県水戸市白梅 2-10-10

☎ ０２９－２４７－４２８４　（通信制職員室）

☎ ０２９－２４７－６１７３　（事務室）

URL  http://www.mitominami-h.ed.jp/

～生徒募集（平成 24 年度）～

茨城県立水戸南高等学校通信制課程

活動内容　

①県の主要事業や施設等を取材し、その結果

　を広報紙で発表

○県広報紙「ひばり」への掲載回数：特集記事

　２回、コラム２回、その他

○１回の掲載に係る取材日数：特集記事（1～3

　日程度）コラム（半日～１日程度）

②会議等に出席

　委嘱状交付式及び活動説明会（４月）、

　意見交換会（10 月～１１月頃）

任　　期　平成２４年４月～平成２５年３月

募集人員　４人

応募資格　

①茨城県内に在住の平成２４年４月１日現在で

満２０歳以上の女性

②公務員や議会の議員でない方

③取材先の要望する日時に応じて取材できる方

　（平日の日中の取材が主）

④自分で取材先に移動できる方

　（県内全域が取材範囲）

謝　　　　　礼　　　　　等　年間謝礼　１２万円

応募方法　

①県庁、各県民センター、各市町村の窓口に備

えてある「平成２４年度いばらき女性特派員応

募用紙」に所定事項を記入し、「女性特派員に

応募する理由」と「地域の話題」をそれぞれ

400 字程度にまとめたものを添付して、郵送ま

たはＦＡＸで下記まで送付してください。

②県ホームページ（http://www.pref.ibaraki.jp/)

の「平成２４年度いばらき女性特派員募集案内」

から様式をダウンロードし、Ｅメールでの送信

も可能です。

応募締切　２月２７日（月）※当日消印・送信有効

選考方法　１次選考（書類審査）２次選考（面

　　　　　接、１次選考通過者のみ）の上、

　　　　　４人を決定します。

問・申 茨城県知事公室広報広聴課　県民広報担当

〒310-8555　水戸市笠原町 978 番６

☎０２９－３０１－２１２８　 FAX ０２９－３０１－２１６８

E-mail koho3@pref.ibaraki.lg.jp

平成 24 年度
「いばらき女性特派員」募集


