
お知らせ版
市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 24年 10月 1日　№ 67

問行方市観光協会（行方市開発公社内）

〒３１１－３５１２　行方市玉造甲１２３４

☎０２９９－５５－１２２１　　 FAX０２９９－５５－３９２６

　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

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　電話または直接北浦庁舎農林水産

　　　　　課へお越しください。後ほど申請

　　　　　書を記入してもらいます。

申込締切　10 月1日 ( 月) より受付（先着順）

問農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

　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20 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

花苗等を配布します

　こころの病をもつ方のためにグループ活動　

「ディケア」を実施しています。活動を通して日

常生活のリズムを整えたり、人間関係等を学び

ながら生き生きと生活する力を養い、社会復帰

や自立を目指します。

期　　日　毎月第１・３金曜日

時　　間　午前９時 30 分～午後11 時 30 分

場　　所　市内保健センター等

対　　　　　　象　　　　者　行方市在住の精神科に通院中で症

　　　　　状が安定しており回復期にある方

内　　容　スポーツ・料理、カラオケ、園芸など。

　　　　　内容は話し合いで決定

費　　用　原則として無料

申込方法　健康増進課 ( 北浦保健センター) へ

　　　　　ご連絡ください。

問　健康増進課（北浦保健センター）☎ 0291-34-6200

精神ディケアについて

【相談内容】★ちょっとしたことで、くよくよし

てしまう★お酒がやめられない（アルコール依

存症）★最近よく眠れない★ひどく怒りっぽく、

暴力をふるう★気持ちが沈んで何もやる気がし

ない★イライラして集中できない★家に閉じこ

もっている★最近、わけのわからないことを言

うようになった等どんなことでも結

構です。お気軽にご相談ください。

【相談日程・場所】

玉造保健センター

( ① 10:30 ～　② 11:30 ～　③ 12:30 ～)　

平成 24 年　11月 5 日（月）

平成 25 年　1月7日 ( 月) 　3 月4 日（月）

北浦保健センター

（① 13:00 ～　② 14:00 ～　③ 15:00 ～）

平成 24 年　10 月10 日 ( 水 )11月21日 ( 水 )

　　　　　　12 月12日 ( 水 )

平成 25 年　1月16 日 ( 水 )  2 月13 日 ( 水 )

　　　　　　 3 月13 日 ( 水 )　　

◆直接、健康増進課（北浦保健センター）にご

　予約ください。

◆相談料は無料。相談内容は一切漏らしません。

【相談スタッフ】精神科医・精神保健福祉士

問　健康増進課（北浦保健センター）☎ 0291-34-6200

こころの健康相談のお知らせ

　障害者虐待防止法が施行されたことに伴い、

10 月１日から行方市障害者虐待防止センターを

開設します。

　障害者への虐待をみかけた方は、下記まで

連絡をお願いいたします。

問　行方市障害者虐待防止センター（社会福祉課内）

　　☎０２９９－５５－０１１１

行方市障害者
　　　　虐待防止センター開設

　皆様の健康づくりを支援するため、健康づくり

相談事業を行っています。日頃から感じている

健康や食生活に関する不安や疑問についてのご

相談をお受けいたします。何かありましたらお気

軽にご相談ください（相談方法は、内容等によ

り対応させていただきます）。

◆対象：行方市民◆相談スタッフ：栄養士等

問　健康増進課（北浦保健センター）☎ 0291-34-6200

健康づくりを応援します
「あなたの健康づくり相談事業」

湖上のレジャーをたのしもう！

パラセーリング

運　　　　　航　　　　　日　7月～10 月（毎週土日）

受付場所　道の駅たまつくり内 受付事務所

受付時間　午前 10 時～午後 4 時

料　　金　体験者　5,000 円（中学生以上）

　　　　　同乗者　1,000 円（中学生以上）

　　　　　500 円（小学生）  無料（幼稚園以下）

モーターボート
料　　金　１人 3,000円　＊3人以上で運航

ペダルボートレンタル
料　　金　1艘1時間　1,000円

行方市開発公社　第2回

グラウンドゴルフ大会参加者募集！

期　　　　日　　11 月 22 日（木）※雨天順延

時　　　　間　　午前 8 時 30 分～午後 1 時 30 分

場　　　　所　　高須崎公園

参加対象　　行方市在住・在勤の方

参　　　　　　　　　加　　　　　　　費　　100 円（昼食・道具については各　

　　　　　　　　　　自持参してください）

申込方法　　氏名・性別・年齢・生年月日をお

　　　　　　　　　　聞かせください。

申込締切　　10 月 25 日（木）締切

＊団体での申し込みにつきましてはなるべくFAX

にてお願いします。

第6回　なめがたあきんど祭
楽しい歌や踊りのステージイベント、祝いの餅ま

き・模擬上棟式、行方グルメ大集合！

期　　　　日　　11 月 3 日（土）～ 4 日（日）

時　　　　間　　午前 9 時～午後４時

場　　　　所　　麻生中学校　校庭

行方市観光協会より
イベント情報！

期　　間　１１月12日（月）～18 日（日）

時　　間　午前８時 30 分～午後７時

　　　　　※土日　午前 10 時～午後５時

電話番号　☎ 0570-070-810

　　　　　（全国共通ナビダイヤル）

相談内容　女性に対する人権侵害（男女差別・

　　　　　セクハラ、夫・パートナーからの暴

　　　　　力やストーカー等）

相　　　　　談　　　　　員　人権擁護委員・法務局職員

問水戸地方法務局人権擁護課　☎ 029-227-9919

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間

　一般消費者を相手として、商品先物取引を業

として行う場合には、商品先物取引法に基づく許

可が必要です。許可を受けていない「無許可業者」

と取引を行わないよう十分にご注意ください。

●委託者等の保護を更に図るため、平成 23 年

１月１日に商品先物取引法が改正され、国内商

品市場取引に加え、外国商品市場取引、店頭

商品デリバティブ取引を業として行う者は、「商

品先物取引業者」としての許可が必要となって

います。

●自宅や職場に、電話でシカゴの大豆取引の

執拗な勧誘を受ける場合などは、無許可業者で

ある可能性が高いので、契約・取引はもとより

話し合いに応じたりしないように十分注意してく

ださい。

問　農林水産省食料産業局商品取引グループ

　　☎ 03-3501-6730

商品先物取引法に係る
無許可業者に注意！

　成年後見制度の有効な利用を促進するため、

成年後見の専門家である司法書士、社会福祉士に

よる成年後見に関する無料相談会を開催します。

期　　日　10 月20 日（土）

時　　間　午前１０時～午後３時

場　　所　神栖市保健福祉会館

　　　　　（神栖市溝口1746-1）

料　　金　無料

申込締切　前日までに予約が必要となります。

問　茨城司法書士会　☎ 029-225-0111

成年後見センター・リーガルサポート茨城支部☎ 029-302-3166

高齢者・障がい者のための
　　　　　　　成年後見相談会

●乳幼児向けには、食品は適切な大きさにして、

　よく噛んで食べさせる。 

●乳幼児の食品に表示されている月齢などは目

　安であり、食べる機能の発達には個人差があ

　ることも考慮して食品を選ぶ。 

●食事の際は、誰かがそばにいて注意して見て

　いるようにする。 

●急いで飲み込まないよう、ゆっくりとよく噛み

　砕いてから飲み込むよう注意を促す。 

●食べ物を口に入れたまましゃべったり、テレ

　ビを見ながらの食事はさせない。 

●遊びながら、歩きながら、寝ころんだままも

　のを食べさせない。 

●食事中に、びっくりさせるようなことはしない。 

●年長の子どもが、乳幼児にとって危険な食べ

　物を与えないように、よく注意する。 

※ピーナッツなどの豆類は、誤って気管に入り

　やすいため、３歳頃までは食べさせない。

※生後６カ月～２歳くらいの間は異物誤飲事故

　の多い時期であり、食品以外のものでも窒息

　に至る危険があります。

問行方市消費生活センター（商工観光課内）☎ 0291-35-2111

子どもの窒息事故に
ご注意ください！



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 10 月 14 日（日）13:30 ～ 16:30　

　　オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）

② 10 月 21 日（日）14:00 ～ 16:30　

　　イーアスつくば（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☆

鹿嶋市まちづくり市民懇話会主催
恋愛学セミナー＆恋活パーティー

テ　　　　　　ー　　　　マ　「幸せを呼ぶ恋愛学」
　　　　　　　　～恋も仕事も戦略的に～
講　　師　森川友義氏（早稲田大学教授、
　　　　　「マンガ de 恋愛学」著者）
期　　日　11 月 25 日（日）
時　　間　① 15:00 ～16:45 恋愛学セミナー
　　　　　② 17:00 ～19:00 恋活パーティー
場　　所　①鹿嶋市商工会
　　　　　②サンロード鹿島
対　　　　　　象　　　　者　25 歳以上 45 歳以下の独身男性
　　　　　20 歳以上の独身女性（各 50 人）
会　　費　男性 5,000 円　
　　　　　女性 3,000 円（2 人以上の申し込
　　　　　みは 2,500 円 /人）
受付期間　10 月1日（月）～ 10 月 30 日（火）
問・申 鹿嶋市まちづくり市民懇話会事務局
　　　☎ 0299-83-1551（月休）

いばらき出会いサポートセンター・行方市共催
11/25（日）ふれあいパーティー！
場　　所　レイクエコー（行方市）
時　　間　15:30 ～ 17:30
対　　　　　　象　　　　者　年齢フリーの独身者（男女各 20 人）
会　　費　男性 1,000 円　女性 500 円
受付期間　10 月 1 日（月）～ 11 月 8 日（木）
※同日・同会場にて下記の催しも開催します。
●講演会「おひとり様の結婚事情」13:00~15:00
●「結婚相談会」15:00 ～ 18:00
独身者及びその親御さんが対象です。

詳しい内容についての
　お問い合わせはこちら↓
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/

○第7回行方市バスケットボール大会○

期　　日　１１月２３日 ( 金・祝日)

応募資格　市内在住在勤の高校生以上

　　　　　（１チーム８名以上）

場　　所　北浦運動場　体育館

参　　　　　加　ｍ　　　　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14 日（水）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。

なめがたふれあいスポーツクラブ

社交ダンス教室参加者募集
運動不足気味の方ぜひ参加してください。講師

が優しく丁寧に指導します。

期　　　日　　１１月１５日～１２月２０日　　毎週木曜日　

　　　　　　　　　全６回教室

時　　　間　　午後 8 時～午後 10 時

場　　　所　　玉造農村環境改善センター　大会議室

定　　　員　　先着２０名

参　　　　　加　　　　費　　会　　員　３，０００円

　　　　　　　　　非会員　４，０００円　（保険料込み）

ハイキング教室参加者募集
秋は紅葉狩り・りんご狩りに出かけよう。

期　　　　日　　１1 月４日（日）

場　　　　所　　袋田の滝周辺

参加対象　　小学生以上

定　　　　員　　先着　３０名

参　　　　　　　　加　　　　　　　　　　　　費　　会　　員　２，５００円　　

　　　　　　　　　　非会員　３，０００円　（保険料込み）

※集合時間等については参加者の方に後日連　

　絡します。

問・申 なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　☎ 090-2561-0486

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

○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20 日（火）・２月 8 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～午前 11 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　北浦運動場クロッケーコート

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。

10月度、受講生受付中です。

期　　日　10 月17日・24 日

時　　間　午後７時 30 分～午後 9 時

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

無料パソコン講座

　北浦の景観を楽しみながら、大

橋をウォーキングで渡り、さわや

かな汗を流しましょう。

日　　時　10 月20 日（土）予備日27日（土）

◇受　付　8：30　◇開会式　9：00

◇スタート　9：30

集合場所　北浦運動場第 1グラウンド

コ　　　　　ー　　　　ス　鹿行大橋と 354 号バイパス周辺

　　　　　4 キロ・6 キロコース

参　　　　　加　　　　　費　100 円（中学生以下無料）

○当日のお申し込みでも参加いただけます。

問健康増進課（北浦保健センター）☎ 0291-34-6200

健康なめがた第 5回ウォーキング大会

期　　日　11月25 日（日）

時　　間　午後１時～午後３時

定　　員　308 名

場　　所　レイクエコー　茨城県女性プラザ

申込方法　電話またはＦＡＸで

　　　　　（定員になり次第締切）

○申込講座番号：Ｌ－４おひとり様の結婚事情

　※申し込み時に必要となります。

問・申 レイクエコー（行方市宇崎）

　　☎ 0299-73-2300　 FAX 0299-73-3925

結婚を考えるひととき
「おひとり様の結婚事情」講演会

　人形劇等でボランティア活動をしている「ク

ローニーチャット」の皆さんが、人形劇をしてく

れます。

日　　時　11月18 日（日）　午後 2 時から

対　　象　幼稚園児から小学 3 年生くらいまで

人　　数　30 名

場　　所　市立図書館 2 階

料　　金　無料

申込方法　電話・ＦＡＸ等　　　　

申込締切　10 月21日（日）

○当日は上履きを持参してください。

問・申　行方市立図書館

　　☎ 0299-55-1495　 FAX０２９９-５５-３４５２

人形劇を観ませんか

期　　日　11月 6 日（火）

時　　間　午後1 時 30 分～3 時 30 分

　　　　　※受付　午後1 時～

対　　象　学生を除く若年者や離職された求

　　　　　職中の方

場　　所　鹿嶋勤労文化会館

料　　金　無料

応募方法　事前申し込み不要 

＊参加事業者は、県内に本社又は就業場所が

　ある事業所約 15 社です。

問　県労働政策課いばらき就職・生活総合支援センター

　　　　☎０２９－２３３－１５７６

元気いばらき就職面接会（鹿嶋）
開催のご案内

　「茨城－那覇線」が、１０月以降も神戸経由便で１

日１往復運航されます。ぜひこの機会に、茨城空港

を利用したご旅行などを計画してみませんか。

（2012.10.1～10.27　神戸空港経由）

茨城⇒那覇　 　那覇⇒茨城
11：45 →15：45　 　12：50 →16：35

○茨城～神戸線（毎日２往復運航）

○茨城～札幌（新千歳）線（毎日２往復運航）

運航ダイヤ・料金などについては、スカイマー

クに電話（☎ 050(3116)7370）またはホームペー

ジ等でご確認ください。

問　県空港対策課　☎ 029-301-2761

10 月 1 日より、「茨城ー那覇線」
が引き続き運航

　行政相談週間「10 月15 日（月）～21日（日）」

が始まります。毎日の暮らしの中で、困っている

こと、望んでいることはありませんか？

　こんなときは行政相談委員にご連絡くださ

い。ご相談は無料、秘密厳守です。

日　　時　10 月18 日（木）午後1 時～午後 3 時

○麻生公民館会議室　☎ 0299-72-1573

根本　憲　行政相談委員

○北浦公民館講義室　☎ 0291-35-3777

松下健治　行政相談委員

○玉造福祉センター会議室　☎ 0299-36-2020

野島清司　行政相談委員

問　秘書課（麻生庁舎）　☎ 0299-72-0811

めざそう住みよいまちづくり
行政相談

レイクサイド・サイクルフェスタ

　　　かすみがうらエンデューロ
10/13
（土）

＆霞ヶ浦まるごとグルメフェス★２０１２開催
　霞ヶ浦を舞台に初の自転車公道レースと

霞ヶ浦周辺エリアの“ご当地グルメ”や音楽ラ

イブなど，多彩なイベントが盛りだくさん !!是

非お出かけください。

時　　間　午前 8 時～午後 4 時

　　　　　＊入場無料・売り切れ次第終了

会　　場　歩崎公園（かすみがうら市坂 910-1）

※当日は会場への車の乗り入れが一切できま

　せん。次の４カ所から無料シャトルバスを運

　行しますのでご利用ください。

①かすみがうら市多目的運動広場

②かすみがうら市戸沢公園運動広場

③霞ヶ浦ふれあいランド内第３駐車場

④茨城県水産試験場内駐車場

問茨城県企画部地域計画課　☎ 029-301-2720

　　　　　　　　　　　　☎ 029-301-2730

○第14回社会人サッカー大会○

期　　日　１１月18 日 (日)・25 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

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 8 日（木）午後５時

○代表者会議を１１月 8 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。）


