
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 25 年 6 月 1 日　№ 75

フラワーアレンジメント
◆日　　時　6 月１５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「ブライダルアレンジ」です。

☆持ち帰る袋とエプロンを持参してください。

コイ釣り体験
◆日　　時　6 月中の土日

　　　　　　　　　　　　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　　1 竿　300 円（30 分）

問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！

行方市食生活改善推進員養成講座
受講生募集

　鉾田地方調理師会では、受験願書の記入指

導及び試験準備講習会を開催します。受講希

望者は、下記までお問い合わせください。

試験日時   ８月24 日（土）

　　　　　午後1 時 30 分～午後 3 時 30 分

試験会場　水戸葵陵高等学校（水戸市千波町 2369-3）

　　　　　茨城県立医療大学（稲敷郡阿見町阿見 4669-2）

願書受付　7月4 日（木）・5 日（金）

　　　　　午前 9 時～正午・午後1 時～午後 5 時

　　　　　　鉾田保健所にて受け付けます。

願書記入指導　6 月23 日（日）～ 6 月 30 日（日）

　　　　　　　割烹よこ多にて行います。

準備講習会　8 月7日（水）・8 日（木）

　　　　　　鉾田市立鉾田中央公民館にて行います。

準備講習会費用　４４，０００円

　　　　　　 （２日間の昼食代を含む）

問 鉾田地方調理師会（割烹よこ多）

　　☎ ０２９１－３２－６００７

　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて

いるものがあります。外観の特徴から、園芸用

のけしと区別ができます。

〈簡単なけしの見分け方〉
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“植えてはいけないけし”を見かけましたら、保

健所にご連絡ください。

問 茨城県鉾田保健所　☎ ０２９１－３３－２１５８

６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　6 月12日・19 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

問・申 一般社団法人　行方幕府

〒311-1724 行方市小貫 30-2 ☎ ０２９１－３５－４３２１

　パソコン生活応援計画

　　パソコン講座受講生募集

風しんの患者が増加しています！

　茨城県内で今年に入り30 代～40 代の男性を

中心に患者数が増加しています。（4 月24日現在の

患者数は 58 名で、昨年1年間での罹患者の 3 倍）

　大人が風しんにかかると重篤化するといわれて

おり、また、妊婦が風しんにかかると、先天性風し

ん症候群の赤ちゃんが生まれる可能性が高くなりま

す。まん延防止のために効果が期待できるのは予

防接種です。

　風しんの抗体価が低い人は、麻しん（はしか）の

抗体価も比較的低い傾向がみられるため、麻しん・

風しんの混合ワクチン（ＭＲ）の予防接種が勧めら

れています。

　特に30 代～40 代の男性で風しんにかかったこ

とのない方、妊娠を希望する女性、妊婦さんのいる

ご家族には予防接種をお勧めします。

　詳しくは医療機関にお問い合わせください。

　大学院・大学・短大・専門学校等（高校は除く）

を平成 26 年 3 月に卒業予定の方及び既卒未就

職の方を対象に「大好きいばらき就職面接会（前

期）」を開催します。

　県内企業約 90 社の企業説明や面接を受ける

ことができますので、ぜひご参加ください。事

前申し込み不要・参加費無料です。履歴書を複

数枚お持ちください。また、プレセミナーにぜ

ひご参加ください。

【水戸会場】

期　　日　6 月19 日（水）

場　　所　ホテルレイクビュー水戸

【土浦会場】

期　　日　6 月25 日（火）

場　　所　ホテルマロウド筑波

時　　間（※両会場共通）　

○プレセミナー　午前 11 時～午前 11 時 45 分

○面　接　会　午後1 時～午後 4 時

　詳しくは下記までお問い合わせください。

問 茨城県労働政策課　☎ ０２９－３０１－３６４５

学生の皆さんへ！
就職面接会を開催します

日　　時　７月24 日（水）・25 日（木）の２日間

時　　間　午前９時～午後 3 時 30 分

場　　所　鹿行広域事務組合消防本部会議室

　　　　　（鉾田市安房１４１８－１５）

　　　　　☎０２９１－３４－７１１９

定　　員　７０名

受付期間　６月１日（土）～６月 30 日（日）

※ただし締切日前であっても、定員になり次第

　締め切ります。

　 電話番号 住所

行方消防署 0291-35-0119 小幡 1101-38

麻生出張所 0299-80-6119 麻生 3339-1

玉造出張所 0299-36-2799 浜 102－2

○申請書は、ホームページからもダウンロードできます。

URL http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu

甲種防火管理（新規）講習実施案内

植えてはいけない「けし」と
　植えてもよい「けし」の見分け方

まちづくりで人材発掘！

茨城県調理師試験の実施及び
調理師試験準備講習会のお知らせ

　行方市食生活改善推進

員連絡協議会は、よりよい

食習慣を地域に広める健康

づくりのボランティア活動を

しています。自分や家族の

ため、さらに地域のために

楽しく参加してみませんか。

期　　日　7月18 日・9 月26 日・10 月24 日・

　　　　　11月21日・12 月13 日（全 5 回）

場　　所　北浦保健センター

対　　象　行方市に住民登録されている方で

　　　　　現に居住されている方

募集人員　25 名（先着）

受　　　　　講　　　　料　無料

申込締切　７月12日（金）※定員になり次第締め切り

＊なお、養成講座終了後は、食生活改善推進

員となり、研修会及び食育事業など、普及促進

を目的とした活動を積極的に行います。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ ０２９１－３４－６２００

　　地域から学ぶまちづくり入門講座
　地域の悩みを解決したいと思っている方のため

の、まちづくり入門講座です。すでに地域で活動し

ている方、地域に関心がある方、地域の課題を解

決するために何か始めてみたいという方、どうぞご

参加ください。

期　　日　６月２７日（木）～ ８月２２日（木）

　（全８回　毎週木曜日　※８月１５日（木）は休講）

時　　間　午後７時～午後９時

場　　所　天王崎観光交流センター「コテラス」

内　　容　伝統文化の継承、見守り支援、防災・減

　　　　　 災など地域の課題解決に向けた講座

　次世代まちづくりネットワーカー交流事業
　将来のまちづくりを担う若い世代において、本市

在住の若者と東京近郊に在住・在勤している本市

出身の若者などを結びつける「次世代まちづくりネッ

トワーカー交流事業」を実施します。まちづくりに

興味があり、同世代の人たちと意見交換をしたいと

いう方、どうぞご参加ください。

期　　日　6/28、7/19、8/23、9/20、10/18、11/22、

　　　　　 12/20、1/24（全 8 回）

時　　間　午後７時～午後９時

場　　所　天王崎観光交流センター「コテラス」

内　　容　まち記者情報交換、「なめがた版まち

　　　　　づくりへの提案」プランづくりなど

対　　象　２０代、３０代で行方市のまちづくりに

　　　　　興味のある方

　おとなの『論語』指導者養成セミナー
　行方市の近世の領主であった新庄氏が ｢儒教｣

や ｢論語｣ 等を通した人材育成の場として設立し

た麻生藩校「精義館」及び水戸藩玉造郷校「文武

館」の教育の顕彰と、地域づくりのリーダー養成の

ため ｢論語｣ を題材としたセミナーを開催します。

期　　日　6月26日（水）～7月24日（水）

　　　　　（全 5回　毎週水曜日）

時　　間　午後7 時～午後 9 時

場　　所　玉造公民館

問・申 企画政策課（麻生庁舎）

☎ ０２９９－７２－０８１１　 FAX  ０２９9－７２－２１７４

※上記３講座のお申し込みは次のとおりです。

受　　　　　講　　　　料　無料

申込方法　電話、FAX（住所・氏名・電話番号・年

　　　　　齢を記入）にてお申し込みください。

申込締切　6月21日（金）

風土記交流事業
 「ミコットとタイムスリップ」参加者募集

　市では、風土記勅撰 1300 年を記念して、さ

まざまな交流事業を企画しています。

　『常陸国風土記』の中でも唯一省略されてい

ないのが『行
なめ

方
がたの

条
くだり

』です。ミコットと一緒に

親子で風土記の世界を体感してみませんか？

期　　日　7 月 13 日（土）

時　　間　午前 9 時～午後 2 時 30 分

内　　容　バスで市内の風土記ゆかりの地を

　　　　　巡ります。

対　　象　小学 4 年生以上の児童とその保護者

募集人数　15組程度（定員になり次第締め切り）

参　　　　　加　　　　　　費　３００円

申込締切　７月10 日（水）

申込方法　下記申し込み先へ、    

住所・氏名・年齢・電話番号・

FAX 番号またはメールアドレス

をお知らせください。

問・申 企画政策課（麻生庁舎）

☎ ０２９９－７２－０８１１　 FAX  ０２９9－７２－２１７４



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 6 月 20 日（木）19：00 ～21：00

つくば山水亭（つくば市）

② 6 月 23 日（日）13：30 ～16：30

ホテルベストランド（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共催・後援

6/28（金）ステキな夜景と出会いの
　　　　　　　　　　ティーパーティー
時　　間　19：00～ 20：45
場　　所　吉田正音楽記念館（日立市）
対 象 者　25歳～ 31歳の独身者　男女各 15名
受付期間　6/5（水）～ 6/14（金）
問・申 ひたち出会い応援協議会
　　　☎０２９４－２２－３１１１

7/6（土）トラットリアパーティー
時　　間　11：20～ 15：30
場　　所　トラットリア　リョウ5

ゴ

9
ク

（筑西市）
対 象 者　28歳～ 37歳の独身者　男女各 12名
受付期間　6/6（木）～
問・申 桜川市企画課　☎０２９６－５８－５１１１

7/7（日）七夕パーティー
時　　間　13：00～ 16：00
場　　所　鹿島勤労文化会館（鹿嶋市）
対 象 者　年齢フリーの独身者　男女各20名
受付期間　5/10（金）～
問・申 マリッジサポーター鹿行地域活動協議会（井上）
　　　☎０９０－２６６５－１９１６

7/27（土）楽しまなきゃ損！楽しい婚活飲み会
時　　間　19：30～ 21：30
場　　所　食楽 BAR　TAKEO（土浦市）
対 象 者　25歳～ 45歳の独身者　男女各 20名
受付期間　5/10（金）～
問・申 NPO法人茨城結婚サポート協会
　　　☎０７０－６５５４－２２５５

詳しい内容については
こちらから↓
いばらき出会いサポー
トセンター
　 URL http://ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）

〒311-1704　行方市山田 2175
☎ ０２９１－３５－２１２０　 FAX  ０２９１－３５－３８５４

○第８回行方市民総合スポーツ大会○

期　　間　７月7日（日）集　合：午前８時

　　　　　開　会：午前８時３０分

　　　　　（雨天時室内競技のみ実施）

種　　目

１．ママさんバレーボール ７．バドミントン 

２．ソフトボール ８．剣道

３．バスケットボール一般男子 ９．卓球

４．バスケットボール一般女子 10．ヨットレース

５．ソフトテニス 11．ハンドボール

６．テニス

参加資格　行方市居住あるいは勤務する者

競技方法　競技の方法等については、スポーツ

　　　　　振興課（北浦運動場内）にお問い

　　　　　合わせください。

参　　　　　加　　　　　　費　競技により異なります。

申込締切　６月14 日（金）

※競技会場・集合時間・参加料等詳細につい

ては、要項にてご確認ください。

申込方法　 北浦・玉造の各運動場に申込用紙が

　　  　　 ありますので、必要事項を記入の

　　　　　上、スポーツ振興課へお申し込みく

　　　　　ださい（申し込みはFAX でも構いま

　　　　　せん）。

○行方市ゴルフ教室○

期　　日　6月30日～８月4日の日曜日（計６日間）

時　　間　午後１時 30 分～午後４時

　　　　　（別途ハーフラウンドは午後６時 30

　　　　　分頃終了予定）

会　　場　ノースショア CC　北浦コース

　　　　　（受付：同コース練習場）

参加資格　市内在住在勤者に限定

　　　　　（男女問わず。ジュニア・初心者可）

募集期間　６月１日（土）～６月25 日（火）

募集人数　４０名（定員になり次第締め切り）

参　　　　　加　　　　　　費　４,８００円（傷害保険料を含む）

　　　　　※入校時徴収（小・中学生も同じ）

実施内容　難波プロﾜﾝﾎ ｲ゚ﾝﾄﾚｯｽﾝ・打放し・ア

　　　　　プローチ・パター・バンカーショット・

　　　　　ラウンドレッスン他

※使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持参願

います。レンタルは無し。

日時及び場所（検査受付）

実施日 時　　間 実施場所及び連絡先

6 月 26 日

（水）

10:00

～ 11:30

鉾田市旭保健センター

鉾田市造谷 605-3

℡ 0291-37-1411

13:30   

～ 14:30

鉾田市商工会大洋支所

鉾田市大蔵 1338-1

℡ 0291-39-2065

７月２日

（火）

10:00   

～ 11:30

行方市商工会

行方市麻生 1221

℡ 0299-72-0520

13:30   

～ 14:30

茨城県鉾田保健所

鉾田市鉾田 1367-3

℡ 0291-33-2158

７月３日

（水）

10:00   

～ 11:30

行方市商工会北浦支所

（行方市役所北浦庁舎敷地内）

行方市山田 2564-10

℡ 0291-35-2013

13:30   

～ 15:00

行方市商工会玉造支所

行方市玉造甲 403

℡ 0299-55-0581

検査料金　１検体 800 円 (赤痢菌、サルモネラ菌、Ｏ157)
問 鉾田食品衛生協会（茨城県鉾田保健所内）

　  ☎０２９１－３３－２１５８ 

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　プール監視員募集

期　　間　プール一般開放期間

　　　　　（予定：７月上旬～９月中旬）

時　　間　午前８時 30 分～午後７時

　　　　　勤務日及び勤務時間については要

　　　　　相談

内　　容　プール監視及び施設管理業務

時　　給　700 円

募集人数　10 名程度

募集資格　16 歳～30 歳の健康な方（学生可）

申込方法　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターへ履歴書を

　　　　　持参してください。後日、面接を行

　　　　　います。

募集締切　６月14 日（金）

　　　　　※毎週月曜日は休館日

受付時間　午前８時 30 分～午後５時

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

行方市玉造甲 3185　☎ ０２９９－５５ー３２１１

飲食物取り扱い従事者の健康診断（保菌検査）

～鉾田保健所管内飲食物取り扱い従事者の皆様へ～

平成 25 年度労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

　　労働保険の年度更新は、6 月 1 日から7 月

１０日までの期間に申告していただくことになって

おります。労働保険料の納付については、平成

23 年度 3 期分より口座振替制度が開始されま

した。

※口座振替を希望する場合は、申請手続きが必

要です。手続きを一度行えば、翌年度以降も継

続して口座振替により納付することができます。

【納付日】

納　期 第 1期 第 2期 第 3期

口座振替利用無しの場合 7 月 10 日 10 月 31 日 1月 31 日

口座振替納付日 9 月 6日 11 月 14 日 2月 14 日

（注）納付日が休日の場合は、翌営業日が納

付日となります。

　労働保険とは、労働者が労働災害、

失業等の保険事故を被った場合に、必

要な給付を行う制度です。

問  茨城労働局労働保険徴収室

　  ☎０２９－２２４－６２１３ 女性の起業を応援します！

　市内在住の女性で、新たに起業や創業をお
考えの方、また、友人や仲間と新しい事にチャ
レンジしてみたいと思っている方、ぜひご参加く
ださい。
対　　象○市内在住の女性で、今後、起業や
　　　　　創業をお考えの方。また、それに向
　　　　　けて勉強してみたいとお考えの方。
　　　　○自分のスキルアップを目指して企業
　　　　　経営のノウハウを勉強したい方。
　　　　○コミュニティビジネスや農業の 6 次
　　　　　産業化に興味のある方。
　　　　　※個人、グループを問いません。
期　　間　7月～12 月（月1 回から2 回程度）
定　　員　10 名程度
費　　用　無　料
内　　容
①企業経営に関する創業塾の開催、コンサル
　タント、税理士等による講座の開催（6 回程度）
②県内で既に創業した女性企業家の視察、研修
③起業やビジネス化を想定するビジネスプラン
　の作成
④自身のビジネスプランのプレゼンテーション
　の実施
申込方法　6 月 28 日（金）までに下記までご
　　　　　連絡ください。
問・申　行方市商工会　☎０２９９－７２－０５２０

　鉾田保健所では、無料・匿名で検査、相談

を行っております。

　（6月1日から7日は、HIV 検査普及週間です。）

　あなたとあなたの大切な人を守るため、検査

を受けてみませんか。

実　　　　　　施　　　　日　毎週火曜日

時　　間　午前 9 時～午前 10 時

検　査　項　目　ＨＩＶ、クラミジア、梅毒、Ｂ型肝炎、　

　　　　　Ｃ型肝炎

検査料金　無料（検査結果が書面で必要な場

　　　　　合、文書料がかかります）

結果通知　翌週以降の検査実施日に、受検者

　　　　　ご本人がおいでください。

問 鉾田保健所　健康指導課

　（性感染症・肝炎血液検査担当）

鉾田市鉾田１３６７－３　☎ ０２９1－33ー2158

性感染症・肝炎ウイルス検査、
　　　　　　　　相談のお知らせ

発達に遅れのある子の理解講座

期　　日　6 月22日（土）

場　　所　茨城県立鹿島特別支援学校

内　　容　9：50 ～10：20 受付

　　　　　10：30 ～12：00

　　　　　　発達に遅れのある子の理解講座

　　　　　13：00 ～15：30

　　　　　　ムーブメント教育の実際

　　　　　　（音楽に合わせて体を動かします）

受　　　　講　　　料　無料

持　　　　ち　　　物　上履き、運動できる服装、一日参加

　　　　　の方はお弁当

申込方法　FAX にて「名前・性別・電話番号・

　　　　　FAX 番号・参加方法」を記入の上、

　　　　　下記までお送りください。

　　　　　FAX の無い方は電話にてお申し込

　　　　　みください。

申込締切　6 月12日（水）

問・申 茨城県立鹿島特別支援学校

　　☎ ０２９９－８２－７７００　 FAX  ０２９９－８４－１５７６


