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　豚レバーを生食すると、Ｅ型肝炎ウイルス、

細菌等に感染する恐れがあります。豚レバーを

食べる際は、必ず十分に加熱してください。

問　茨城県生活衛生課食の安全対策室

　　☎０２９-３０１-３４２４

期　　日　１月19 日（土）

時　　間　午後２時～午後４時（開場　午後１時）

場　　所　ひたちなか市文化会館大ホール

内　　容　音楽演奏：吹奏楽曲『フラッシング

　　　　　ウィンズ、映画音楽　ほか』

　　　　　ハープの演奏

○入場料無料です。お気軽にご来場ください。

（満席の場合は入場をお断りさせていただきます）

問　勝田駐屯地広報班　☎ 029-274-3211

陸上自衛隊施設学校音楽隊
第 23 回定期演奏会

　便利な自動車税の口座振替をご利用ください。

　一度手続きをすると自動車税（軽自動車を除

く）納税のために金融機関に出向く必要がなく、

新しく自動車を取得したときも再度申し込みの

手続きは必要ありません。

　預金口座のある県内の金融機関でお申し込み

ください。（ゆうちょ銀行（旧郵便局）、一部金

融機関を除きます）

※平成 25 年２月末までにお申し込み

いただくと、平成 25 年度の自動車税

から口座引き落としになります。

問　茨城県行方県税事務所　☎ 0299-72-0041

県税事務所からのお知らせ

イルミネーションフェスティバル　

　　　　　　　　　　　2012
◆日　　時　12 月1日（土）～12 月 31日（月）

　　　　　　点灯予定時間：午後 5 時～10 時

◆場　　所　麻生公民館及び駐車場

≪点灯式≫：12 月1日（土）

【場　所】麻生公民館及び駐車場

【時　間】午後 6 時～（セレモニー予定）

【内　容】・クリスマスイルミネーションの装飾

・ブラスバンド・ハンドベル演奏会（市内中学

校合同）・地元保育園による演奏会・屋台村・

地元の歌手によるライブコンサート・伝統祭り

囃子の演奏会・市内小学校ツリ―・イルミネー

ション花火

◆問い合わせ　行方市観光協会

　　　　　　　　　　　☎ ０２９９－５５－１２２１

レンタサイクルのご案内
◆期　　日　毎日（ふれあいランド休館日を除く）

◆時　　間　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

◆料　　金　大人（高校生以上）500 円

　　　　　　小人（小学生～中学生）300 円

　　　　　　幼児（未就学児）無料

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド　　　　　

　　　　　　　　　　☎０２９９‐５５‐３９２７

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（火）

◆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

※虹の塔のみ入場した場合の料金です。

◆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

　麻生地区・北浦地区の皆様へお知らせします。

年末にかけて麻生衛生センターが大変混み合い

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

　行方市の国民健康保険加入者で、東京医科

大茨城医療センター（阿見町）で診療を受けて

いる方は、平成 24 年１２月１日以降、救急受診、

計画的な治療（人工透析、化学療法など）、同

センターでなければ診療できない方に限り、受

診後療養費扱いになります。

問　東京医科大茨城医療センター　☎ 029-887-1161

国保加入者の、東京医科大茨城
医療センターの受診について

　誰でも事件や事故などにあう可能性がありま

す。犯罪の被害にあわれた方には、周囲の理解

と温かな支援が必要です。被

害にあってお困りのときは、ぜ

ひご相談ください。

○犯罪被害者相談窓口

　０２９‐３０１‐７８３０（ナヤミゼロ）

○性犯罪被害相談「勇気の電話」

　０２９‐３０１‐０２７８

　そのほか「いばらき被害者支援センター」では、

下記のような支援活動を行っています。

・電話相談、面接相談、弁護士相談

・裁判を傍聴に行く際の付き添い

・裁判の代理傍聴（被害者の方やご家族の代わ

　りにセンターの支援員が裁判を傍聴し結果を

　報告します。）

・警察署、検察庁への付き添い

※支援、相談は無料で、秘密は守られます

問　茨城被害者支援センター　相談電話

　　☎０２９－２３２－２７３６

　　（月～金）午前１０時～午後４時

行方警察署からお知らせ
犯罪被害者相談窓口のご案内

　　豚レバーは、
　　　　必ず十分に加熱を！

期　　日　2 月 9 日（土）

時　　間　受付：午後 0 時 30 分～

　　　　　開場：午後１時～

　　　　　開演：午後２時１０分～

場　　所　鹿嶋勤労文化会館　大ホール　

　　　　　（鹿嶋市宮中 325-1）

講　　師　キャスター　鳥越俊太郎氏

テ　　　　　ー　　　　　マ　「ニュースの職人が語る

　　　　　“豊かな社会　日本の光と影”」！！

費　　用　無料

申込方法　往復はがき、ＦＡＸ、ＨＰより「経

　　　　　営トップセミナー」と題して下記を

　　　　　ご記入の上、お申し込みください。

①氏名、②郵便番号、③住所、④参加者氏名、

⑤連絡責任者の電話番号、ＦＡＸ番号

申込締切　１月10 日（木）必着

＊決定通知は入場券の発送を持ってかえさせて

いただきます。（応募者多数の場合は抽選）

問　ＮＴＴユーザ協会事務局　

　　☎ 0299-85-2894　 FAX 0299-83-4057

　　〒311-0031　鹿嶋市宮中 1959-3

　　ＮＴＴ鹿嶋ビル 3 階　ユーザ協会事務局

　　 H P 　http://www.ibaraki.jtua.or.jp

経営トップセミナー
キャスター鳥越俊太郎氏　講演

フラワーアレンジメント
◆日　　時　12 月22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

竹細工体験会おはし・クリスマスツリー作り
◆期　　日　12月16日（日）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　水の科学館　多目的ホール　

◆時　　間　第1回　午前１０時～

　　　　　　第2回　午後1時～

◆参　　　　　加　　　　　　費　はし（親子で）９00 円

　　　　　　ツリー大人　700 円

　　　　　　ツリー子供　500 円

　　　　　　※入館料・材料費込み

◆問い合わせ　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　☎ ０２９９－５５－３９２７

北浦荘　カラオケ大会
◆日　　時　12 月16 日（日）

　　　　　　　　　　　　午後1 時～

◆場　　所　北浦荘

◆定　　員　20 名

※くわしくは下記までお問い合わせください

◆問い合わせ　北浦荘　☎ ０２９１－３５－２８２１

ぬりえの展示
◆期　　間　12 月22（土）～1月 6 日（日）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　虹の塔２階ロビー

＊協力団体：玉造第 1・第２・第３保育園

クリスマス飾り展示
◆期　　間　12 月15 日（土）～12 月24 日（月）

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド

　　　　　　水の科学館　別館通路　

＊協力団体：のぞみ幼稚園

　失業中で仕事を探しているがなかなか見つか

らない、生活資金が不足し困っている、賃貸住

宅の費用を支払っていけるか不安だ・・等々生

活に関するご相談について生活支援相談員（社

会福祉士）が、公的支援制度や制度申請窓口

等をご案内しています。

いばらき就職・生活総合支援センター

生活相談専用ダイヤル　☎029-232-1245

平日　午前 10 時～午後５時まで

（土曜・日曜・祝日・年末年始は休業）

　求職者の皆様へ
　　　　　生活相談のご案内



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 12 月 13 日（木）19:00 ～ 21:00　

　　つくば山水亭（つくば市）

② 12 月 15 日（土）17:30 ～ 20:30　

　　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☆

いばらき出会いサポートセンター
12/31（月）カウントダウン＆
　　　　ハッピーニューイヤーパーティー

－カップリングはしません！！－
時　　間　22:30 ～ 24:30
場　　所　カラオケシダックス
　　　　　水戸南町クラブ（水戸市）
対　　　　　象　　　　　者　年齢フリーの独身者
申込期限　12/11（火）

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/

なめがた版　婚活 No.5

婿にこないか婚活

　　　　　　　　　　　　　　『恋のマスオさん』

場　　　　所　行方市周辺のレストラン

時　　　　間　11：00 ～ 14：00　　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　女性：行方市に定住を希望してい　

　　　　　　　　　　　　　　　る方

　　　　　　　　　男性：行方市へ移住が可能な方

会　　　　費　3,000 円

受付期間　12 月 11 日（火）～ 12 月 25 日（火）

問・申 企画政策課  ☎０２９９－７２－０８１１

※行方市地域ポータルサイト『な

めがた日和』からもお申し込み

ができます。

1/26
（土）

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

○「スキー教室」参加者募集○
　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１８日（金）１９日（土）２０日（日）

時　　間　集合・出発時間　１８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・リフト代が含

まれた料金となります。出発日に納入して下さ

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１２日　( 土 )　期日厳守

※スノーボードでの参加はできません。

○第６回
行方市交流バスケットボール大会○
期　　日　１月２０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　市内各運動場に用意してある申込

　　　　　用紙よりお申し込みください。

申込締切　１月１５日（火）　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。

市報行方・市公式ホームページ
広告募集

　市では、新たな自主財源の確保や地元商工

業者などの活性化、市民生活情報の提供を目

的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

【市報行方への広告掲載】

規　　格

１枠が縦 4.6cm×横 8.5cm２色（黒

青）刷り（単色も可）なお 1ペー

ジに 2 枠掲載する場合は 2 枠を

繋げて縦 4.6cm ×横 17.5cm とし

て掲載することができます。

料　　金 １枠月額 10,000 円 

掲載期間 １カ月単位とし最長12 カ月

募集枠数 最大８枠 

掲載位置 市報行方の指定したページの下段 

支払方法 

原則として月毎の前払い。広告の

掲載期間が２カ月以上にわたる場

合は一括して納付することができ

ます。 

申込締切 
掲載を希望する号の発行日の１カ

月前までにお申し込みください。 

【行方市公式ホームページへの広告掲載】

規　　格

○バナー広告規格　大きさ：縦 50

ピクセル（19.05mm）×横 150 ピ

クセル（52.92mm）データ量：５K

バイト以内　データ形式：GIF 形式

又は JPEG 形式（動画不可） 

料　　金

バナー広告１枠 月額 10,000 円（連

続する複数月の申込みをされる場

合は３カ月から５カ月が月額１枠

8,000 円６カ月から11カ月が月額１

枠7,000 円12ヵ月が月額１枠 5,000

円 ） 

掲載期間 １カ月単位とし最長12 カ月

募集枠数 最大 15 枠 

掲載位置 
市ホームページのトップページで市が

指定した位置 

支払方法

原則として一括前払い。広告の掲

載期間が２カ月以上にわたる場合協

議の上、分割納付することができます。

申込締切
掲載を希望する月の２週間前までに

お申し込みください。 

【申込方法】

　所定の広告掲載申込書に掲載しようとする広

告の原稿案を添えて市秘書課へお申し込みくだ

さい。

問　秘書課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

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。

　　　　　＊議会議員、常勤の国家・地方公

　　　　　務員の方はご応募いただけません。

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応募の動機

申込締切　1月 31日（木）※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）

　あたまとからだを元気アップさせる運動を紹

介します。ウォーキングを中心に、自宅で簡単

にできるストレッチ・筋トレ等の実践を通して、

いきいきと楽しく元気に暮らす方法が学べます。

期　　日　2 月１日～3 月２２日

　　　　　☆毎週金曜日 ( 全 8 回 )　

時　　間　午前９時 30 分～午前 11 時

対　　象　行方市民で 65 歳未満の方

場　　所　麻生公民館　体育室

講　　師　健康運動指導士

定　　員　30 名

参　　　　　加　　　　費　無料

申込方法　お電話にて下記までお申し込みくだ

　　　　　さい。

申込締切　１月18 日（金）

問・申 　健康増進課（北浦保健センター）

　　　　☎ 0291-３４-６２００

～いきいきと若々しく！ウォーキング教室～
けんこう応援教室

平成 25 年度
百里基地モニターの募集

　安心を　つなぐダイヤル　110

番、1月10日は、「110 番の日」です。

　110 番は、事件・事故など緊急

の対応を必要とする場合の警察へ

の緊急通報手段であり、緊急を必

要としない相談などは、相談専用

電話を利用してください。

　携帯電話を用いて110 番通報す

るときは、所在地や番地、目標物を確認する

ほか、通話中にはできる限り場所を移動しない

でください。

相談専用電話　♯９１１０
問　行方警察署　☎０２９９-７２-０１１０

　　1月 10 日は
　　　　「110 番の日」です

　放送大学では、平成 25

年度第１学期（４月入学）

の学生を募集しています。

　放送大学はテレビ等の

放送や、インターネットを

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。

○ 15 歳以上の方なら、１科目から学習する選

　科履修生・科目履修生として入学できます。

○ 18 歳以上の大学入学資格をお持ちの方なら、

　学力試験はなく、全科履修生として入学でき、

　４年以上在学して124 単位以上を修得し、卒

　業すると、学士（教養）の学位を取得できます。

○ひとつの分野を体系的に学びたい方には、「放

　送大学エキスパート」を実施しています。

出願期間　２月28 日（木）まで

資料を無料で差し上げています。

問　放送大学茨城学習センター

☎０２９-２２８-０６８３ H P http://www.ouj.ac.jp/

　放送大学
　　　　４月生募集のお知らせ

地区懇談会を開催します！１月26日（土）・北浦公民館、1月 27日（日）玉造公民館、２月２日（土）麻生公民館　【時間）午後７時～午後９時　詳しくは来月号の市報でお知らせします


