
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７月 1日　№ 76

　行方市観光協会より　
イベント情報！

　行方市国民健康保険では、脳ドックの費用を

助成します。

対　　象　年度内４０歳から７４歳で国民健康

　　　　　保険加入者（但し、前年度受検者

　　　　　で「検査結果が異常なし」を除く）

検査期間　平成２５年６月～平成２６年３月

検査医療機関　

医療機関 住　所 電話番号 料金(円)
なめがた地

域総合病院

行方市井上

藤井９８－８

0299-56-

0600
28,350

石岡循環器

科脳神経外

科病院

小 美 玉 市

栗 又 四 ケ

1768-29

0299-58-

5211
25,200

白十字総合

病院	

神 栖 市 賀

２１４８

0299-93-

1779
21,000

費　　用　受検者が料金の３割を負担し、７

　　　　　割を市で負担します。

受検方法　電話で国保年金課へ申し込みをし

　　　　　てから、検査日時などは医療機関

　　　　　へ直接連絡をして受けてください。

問・申 国保年金課（玉造庁舎）☎	0299-55-0111

脳ドックの費用を助成します

ふるさと山百合まつり

◆日　　時　7月13日（土）～25日（木）

　　　　　　午前9時～午後4時

◆場　　所　井上山百合の里および西蓮寺

◆賛　　　　　助　　　　　金　300円（高校生以下はいただきま

　　　　　　せん）＊里山の保全活動として

　　　　　　活用させていただきます

フルートの演奏　７月14 日（日）

オカリナの演奏　７月 20 日（土）・21日（日）

問行方市観光協会　☎	０２９９－５５－１２２１

フラワーアレンジメント

◆日　　時　７月20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　「サマーアレンジ」

☆持ち帰る袋とエプロンを持参してください。

問霞ヶ浦ふれあいランド☎	０２９９－５５－３９２７

鹿行広域事務組合消防吏員
採用試験

採用人員　○消防Ａ　７名程度

　　　　　○消防Ｂ　４名程度

第１次試験日　９月22日（日）

教養試験（消防Ａ･･･大学卒業程度、

消防Ｂ･･･高等学校卒業程度）・適

性検査・作文試験

＊第2次試験は10月27日（日）に第1次試験

の合格者を対象に実施します。

受験資格

○消防Ａ　昭和 63年４月2日から平成４年 4

月1日までの間に生まれた人で学校教育法によ

る大学（短期大学を除く）を卒業した人または

平成 26年 3月31日までに卒業見込みの人

○消防Ｂ　平成４年４月２日から平成８年４月１

日までの間に生まれた人で学校教育法による高

等学校を卒業した人または平成26年 3月31日

までに卒業見込みの人

ただし、日本国籍を有しない人および地方公務

員法第16条の欠格条項に該当する人は受験で

きません。

申込方法

所定の受験申込書に必要事項を自筆で正確に

記入し、写真を貼って、申込期間中に鹿行広域

消防本部又は管内の各消防署（鉾田消防署・潮

来消防署・行方消防署）へ持参してください。

受付期間　７月16日（火）～８月15日（木）

問行方消防署　管理課　☎０２９１－３５－０１１９

裁判所職員一般職試験
（高卒者試験）

第１次試験日　９月15日（日）

	（基礎能力試験・作文試験）

第２次試験日　１０月中旬から１０月下旬

	（人物試験（個別面接））

受験資格　平成 25年４月１日において高等学	

校卒業後２年以内の人および平成26年３月まで

に高等学校を卒業する見込みの人

受付期間　７月16日（火）～７月25日（木）

（25日消印有効）※申込書は、必ず簡易書留

郵便で提出してください。

問水戸地方裁判所事務局　☎	０２９－２２４－８４２１

　昨夏、大変ご好評いただきました茨城空港発

の那覇直行便が、今年も７月１日（月）から１日

１往復運航されます。今年の夏休みは、ぜひ、

茨城空港から直行で行けるリゾート沖縄をお楽

しみください。

＜運航ダイヤ＞

茨城⇒那覇 那覇⇒茨城
11：10 → 14：15 14：50 → 17：25

※上記運航ダイヤは変更される場合もあります

ので、事前にご確認ください。

問茨城空港利用促進等協議会（茨城県空港対策課）

☎	０２９－３０１－２７６１

茨城空港 H P　http://www.ibaraki-airport.net/

茨城空港から那覇直行便が
再び運航！７月１日～

第1 次試験日　９月22日（日）

（教養試験・論文試験）

受験資格

①警察官Ａ　昭和 59年４月 2日以降

に生まれた人で、学校教育法による

大学（短期大学を除く）を卒業した

人もしくは平成 26年 3月 31日までに卒業見込み

の人または人事委員会がこれと同等と認める人

②警察官Ｂ　昭和 59年４月２日から平成 8年

４月１日までに生まれた人で、警察官Ａの受験資格

に該当しない人

受付期間

郵送・持参：７月１日（月）～8月20日（火）

電子申請	：	７月１日（月）午前9時～

　　　　　　　　　８月19日（月）午後5時

問茨城県警察本部警務課　☎０１２０－３１４０５８

　行方警察署警務課　　　☎０２９９－７２－０１１０

茨城県警察官　採用試験

第1 次試験

大学校　11月２日（土）・11月３日（日）

学　校　9月29日（日）

受験資格

①平成 25年４月１日において高等学

校または中等教育学校を卒業した日の

翌日から起算して大学校は２年、学校

は５年を経過していない人および平成

26年３月までに高等学校または中等

教育学校を卒業する見込みの人

②高等専門学校の第３学年の課程を

修了したものであって、平成 25年４月１日にお

いて当該過程を修了した日の翌日から起算して

大学校は２年、学校は５年を経過していない人

等、人事院が①に掲げる人と同等の資格があると

認める人

受付期間　

○大学校　

インターネット　8月29日（木）～９月9日（月）

郵送・持参　　　8月29日（木）～９月６日（金）

○学　校　

インターネット　７月23日（火）～８月１日（木）

郵送・持参　　　7月23日（火）～７月31日（水）

問・申　鹿島海上保安署　☎	0299-90-0050

海上保安庁 H P

　　http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/index.html

海上保安大学校・海上保安学校
学生採用試験

　みなさんの献血が医療を支えて
います。ご協力をお願いします。

カインズホーム玉造店　７/ ３（水）10:00 ～ 16:00

セイミヤモール麻生店　７/ ５（金）10:00 ～ 15:30

麻生保健センター　７/ ５（金）10:00 ～ 15:30

北浦公民館　　　７/17（水）　9:30 ～ 15:30

ベイシア玉造店　８/14（水）10:00 ～ 16:00

なめがた地域総合病院　８/28（水）13:30 ～ 16:00

問	健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎	０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

水稲病害虫防除を実施します

　平成 25年水稲病害虫防除のための無人ヘリ

コプターによる農薬空中散布を下記のとおり実

施しますので、ご協力をお願いいたします。

日程　麻生地区　7月24日（水）・25日（木）

　　　玉造地区　7月26日（金）・27日（土）

　　　北浦地区　7月30日（火）・31日（水）

※天候等により実施日を変更する場合があります。

時間　午前4時～午前11時

　　　（予定）

※不明な点やご質問等ありま

したらお問い合わせください。

問　農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　アサヒビール茨城工場とキッコーマン醤

油工場へ行き、ビールと醤油の製造工程を

見学します。

期　　日　７月 29日	（月）

時　　間　玉造保健センター駐車場　８時30分出発

対　　象　市内在住の 65歳以上の方　33名

参　　　加　　　費　1,500 円

申込締切　７月 24日	（水）

申込方法　往復はがきに下記のように記入

　　　　　の上、お申し込みください。

問	介護福祉課（玉造庁舎）☎	0299-55-0111

申込者郵便番号・住所・
氏名

〒 311-3802
行方市於下 599-1
鹿行高齢者はつらつ委
員会　田村耕治　宛

（白紙）

申込者郵便番号・住所・
氏名・電話番号

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 7月 20 日（土）13：30～16：30

ホテルグランド東雲（つくば市）

② 7月 28 日（日）13：30～16：30

筑波ハム（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☆

なめがた版　婚活 No.2（行方市主催）

湖畔 de 婚活『恋の打ち上げ花火』
※雨天時は 11日に順延

場　　　　所　　天王崎観光交流センター

　　　　　　　　　　「コテラス」（行方市麻生）

※土浦駅東口および道の駅たまつくりから

　　送迎車を出します。

時　　　　間　17：30 ～ 21：30　　

対　象　者　32歳～ 43 歳の独身者	男女各 15 名

会　　　　費 男性 3,000 円　女性 1,000 円

募集期間　7/10（水）～ 7/24（水）

問・申	企画政策課（麻生庁舎）
　　		☎ 0299-72-0811

8/10
（土）

いばらき出会いサポートセンター共催

8/27（火）ステキな予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00 ～ 21：30 ごろ
場　　所　ベル・ザ・クラス（牛久市）
対 象 者　33 歳～ 36 歳の独身者　男女各 25 名
受付期間　7/25（木）～ 8/8（木）

8/30（金）みんなでしゃべらないと！
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　40 代・50 代の独身者　男女各 15 名
受付期間　7/30（火）～ 8/12（月 )

9/7（土）デートプラン♪計画＆体験にみんなで GO！
時　　間　13：00 ～ 17：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　38 歳～ 46 歳の独身者　男女各 15 名
受付期間　8/7（水）～ 8/21（水 )

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
　☎	０２９－２２４－８８８８

　 URL http://ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

○玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール一般開放○
期　　間　7月6日（土）～9月中旬

※月曜日は休館日となります。

※水温・気温の関係で休場するこ

とや、教室・学校等の授業で利

用できない場合がありますので、

ご来館の際は、電話等でご確認をお願いします。

※遊具（浮き輪等）の持込および使用は禁止です。

※水着等の貸出、販売はしておりません。

入場時間　①午前9時～午前１１時５０分

　　　　　②午後1時～午後4時 50分		

　　　　　③午後5時～午後 6時 50分

　　　　　（最終入場午後 6時）

入場料金　市内小・中学生100円

　　　　　　　　　　市内高校生以上200円

※注意　次に該当する方は入場できません。

○目・耳・皮膚の病気の方

○心臓病・貧血・てんかん等の病気の方

○伝染病疾患のある方

○小学３年生以下で保護者の付添いがない方

○酒気を帯びている方

問・申	玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎	０２９９－５５－３２１１　 FAX 	０２９９－５５－３２１２

○ウォータースポーツ大会○○ヨット教室参加者募集○
　行方市体育協会主催による教室です。

　霞ヶ浦で自然の風をセールに受けて、ヨット

を動かしてみませんか？体協ヨット・カヌー部で

は初心者を対象に1人でヨットに乗れるように

指導します。１日だけの参加も可能です。

期　　日　７月21日（日）28日（日）　　　

　　　　　	８月	４	日	（日）	11日	（日）

時　　間　午前9時～午後４時

対　　象　小学 4年生以上　

場　　所　行方市麻生

　　　　　天王崎「白帆の湯」前　霞ヶ浦湖岸

料　　金　1,000円

　　　　　（スポーツ障害保険、資料代）

申込締切　７月18日（木）

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

　水泳を通じて市民の健康・体力の増進と青少

年の健全育成を図るとともに、参加者相互の親

睦を深めることを目的に開催します。

期　　日　８月 11日（日）

時　　間　午前８時３０分　受付開始　

　　　　　正午ごろ　閉会式　

対　　象　市内に在住もしくは、通学する中学

　　　　　生以下の方

場　　所　玉造 B&G 海洋センタープール

申込方法　申込先へ種目、氏名、年齢、学年、

　　　　　住所、電話番号をお申し込みくだ

　　　　　さい。

締　　切　８月３日（土）

種　　目

種目 参加対象者

25ｍビート板レース
小学 3 年生以下・学年別

レース

25ｍ自由形・背泳ぎ・

平泳ぎ

○小学 3 年生以下・男女

別○小学 4 年生以上学年

別・男女別○中学生・男

女別

50ｍ自由形・背泳ぎ・

平泳ぎ
男女別（年齢・学年問わず）

お魚釣り 就学前の子

碁石ひろい 小学生（１・２・３・４年）

浮き輪でＧＯ！ 小学生全学年

カヌーでＧＯ！ 小学 4年生以上

ＯＸクイズ 参加者全員

問・申	玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

〒311-3512行方市玉造甲3185

☎	０２９９－５５－３２１１　 FAX 	０２９９－５５－３２１２

スポーツ振興課からのお知らせ

　東日本大震災により、

住宅屋根の多くが被害を

受けました。屋根の工事

中に、屋根から墜落する

災害が多発しており、平成

２４年７月には死亡災害が

発生しています。屋根の上で作業する際は、以

下の墜落防止対策をお願いします。

●作業を行う際は足場を設置してください。こ

　れが困難な場合は、親網を張って安全帯を

　使用してください。

●屋根へ上るための「はしご」は転倒しないよ

　うに固定してください。

●作業を行う際は、ヘルメット（保護帽）をかぶっ

　て、あごひもを締めてください。

問鹿嶋労働基準監督署　☎	０２９９－83－8461

震災復旧の屋根工事において
　墜落災害が多発しています

　成人、小児、乳児を対象にし
た心肺蘇生法、ＡＥＤの使用法
その他の応急手当を取得できま
す（実技中心になります）。
期　　　日  ９月21日（土）　午前9時受付開始
時　  　間  午前9時 30分～午後 6時 30分
場　  　所  北浦公民館　2階会議室
対　  　象  行方市・潮来市・鉾田市に在住・在勤・
　　　　		在学の方　
人　   数  15 名
申込方法			8月１日(木 )から消防本部警防課で
　　　　　受け付けを開始します。メールでも
　　　　　受け付けております。
そ　　　　の　　　他     参加費無料。食事は各自で用意。
　　　　　軽装（運動のできる服装）。筆記　
　　　　　用具持参。技能取得受講者には修
　　　　　了証を交付　　  
問　鹿行広域事務組合消防本部
　　☎　０２９１－３４－８１１９
　　 FAX　０２９１－３３－４１９９
　　 E-mail　rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

上級救命講習会開催のお知らせ

●風で舞いあがった農事用ビニールや鳥追い

　テープが送電線に付着するトラブルが発生し

　ております。送電線に接触すると停電事故を

　起こすことがあります。

●鳥追いテープにはアルミ箔が付いていて電気

　を良く通しますのでご注意ください。

●農作業がご多忙のおり恐縮ではありますが、

　強風や突風の予報が出た場合は、事前にご

　使用中の農事用ビニールや鳥追いテープをも

　う一度点検するなど、舞い上がり（飛散）防

　止にご協力をお願いします。

　また、使用済みのビニール等は放置せず早め

　の回収をお願いします。

●農事用ビニールや鳥追いテープが電線に付着

　した場合には下記の東京電力までご連絡くだ

　さい。

問	東京電力

　	茨城カスタマーセンター

　☎	０120－995－332

東京電力から農家の皆様へ
　　　　電気事故防止のお願い

健康UP　地域力UP

　　　　　そしてコミュニケーション力UP！

～今日からはじまる高血圧予防～

　地域のみなさんと楽しく学び、健康意識を高
めながらみんなで地域に広めていくことを目的
に開催します！

日時・場所　各地域や仲良しグループのみなさんと
　　　　　　一緒に決定します。
対　     象　行方市民（概ね70歳まで）
　　　　　　　　　各グループ10名以上

内        容　健康講話、運動指導、高血圧予防
　　　　　　食（減塩料理）のススメなど、知っ
　　　　　　　　て得する情報満載です。
料　     金　無料 

問・申 	健康増進課 (北浦保健センター内）
　　☎　０２９１－３４－６２００
　　 FAX　０２９１－３4－６００３

出張！！地域健康づくり教室


