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なめがた　夏のイベント情報！

サンセットフェスタ IN 天王崎

　夏の夜空に打ち上げられる約 5,000 発の花

火が霞ヶ浦の湖面を彩ります。

◆日　　時　８月10 日（土）

　　　　　　午後４時～午後９時

◆場　　所　天王崎公園

問 行方市商工会　☎ ０２９９－７２－０５２０

第５回 なめがた金魚すくいまつり

◆日　　時　８月25 日（日）

　　　　　　午前 9 時～受付開始

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド　虹の塔

◆参　　　　　加　　　　　ひひ費　無　料

　　　　　　※予選終了後、金魚無料配布

問 行方市観光協会　☎ ０２９９－５５－１２２１

募集内容　北方領土に関するもので、啓発グッ

　　　　　ズ等をはじめ、さまざまな世論啓発

　　　　　の場で使用する標語やキャッチコピー

応募資格　どなたでも応募できます。

応募方法　「はがき」「封書」「ＦＡＸ」または「電

　　　　　子メール」で①応募作品（標語・キ

　　　　　ャッチコピーの区分を表記）②郵便

　　　　　番号③住所④氏名（ふりがな）⑤

　　　　　年齢⑥性別⑦電話番号⑧職業⑨こ

　　　　　の募集を何で知ったか　を明記

         　　※１通につき１作品、複数回の応募可

応　　　　募　　　　先　【はがき・封書】〒110-0014　東京

　　　　　都台東区北上野 1-9-12 住友不動産

　　　　　上野ビル９階  独立行政法人北方

　　　　　領土問題対策協会　宛

　　　　　【ＦＡＸ】03-3843-3631

　　　　　【電子メール】

　　　　　hyougo.catch2013@tk.hoppou.go.jp

　　　　　※メールの件名「平成 25 年度標語・

　　　　　　キャッチコピー応募」

申込締切　９月 30 日（月）締切（当日消印有効）

問・申 独立行政法人北方領土問題対策協会

　　　　　　　　　　　　☎ 03-3843-3630

北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

子宮頸がん予防接種が積極的
勧奨を控えることになりました

　4 月1日から定期予防接種となったヒトパピ

ローマウイルス感染症（子宮頸がん）予防接種

でしたが、ワクチン接種後に持続的な疼
とう

痛が特

異的にみられたことから、同副反応の発生頻度

等がより明らかになるまで、積極的な勧奨を差

し控えることになりました。

　しかし、これはヒトパピローマウイルス感染

症の定期予防接種を中止するわけではありませ

んので、定期予防接種の対象者（小学６年生～

高校１年生相当の女子）で接種を希望する方は

公費で接種することができます。

　接種を希望される方は、健康増進課までご

連絡ください。

問 健康増進課（北浦保健センター）

　　　　　　　　　　　　☎ 0291-34-6200

　風しん患者の増加に伴い、5 月以降、任意で

の予防接種者が急増し、ＭＲワクチンが一時的

に不足する恐れが出ています。

　安定供給の目途がつくまでの間、効果的な先

天性風しん症候群の発生の予防および今後の

安定的な定期接種の実施のため、任意の予防

接種について下記の方が優先して接種できるよ

う、可能な限りご協力をお願いします。

①妊婦の夫、子どもおよびその他の同居家族

　などの、妊婦の周囲の方

② 10 代後半～ 40 代の女性（特に妊娠希望者

　または妊娠する可能性の高い方）

③産
さんじょく

褥早期の女性のうち、抗体価が十分である

　と確認された方以外の方

　なお、現在の風しん状況、ワクチン

の供給量等の情報は茨城県保健予防

課のホームページに掲載されておりま

す。厚生労働省の風しん専用サイトも

ご参照ください。

問 健康増進課（北浦保健センター）

　　　　　　　　　　　　☎ 0291-34-6200

任意の風しん予防接種について

出張！なんでも鑑定団ｉｎ鹿嶋

あなたのお宝大募集！
　美術品から、お菓子のオマケやおもちゃまで

「なんでも」ご応募ください。

応募方法　鹿嶋市役所にある申込書に必要事

　　　　　項を記入の上、鑑定品の写真を添

　　　　　付し、下記まで郵送または持参し

　　　　　てください。

　　　　　※収録予定の 11月10 日（日）に出

　　　　　　場可能な方に限ります。

　　　　　※古物売買免許のある方は、ご遠

　　　　　　慮ください。

添付写真　①全体像が分かる写真

　　　　　②主要な部分のアップ写真

　　　　　③銘や落款などの写真

　　　　　※上記３点以上の写真を添付してください。

応募締切　８月 30 日（金）必着

発　　表　採用の可能性がある方には、テレビ

　　　　　東京の番組スタッフから直接連絡が

　　　　　あります。
問・申 〒314-8655　鹿嶋市大字平井 1187-1

　　　鹿嶋市役所　商工観光課

　　　「出張！なんでも鑑定団 in 鹿嶋」係

　　　　　　　　　　　　　☎ 0299-82-2911

あなた一人で悩んでいませんか

　全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相

談」強化週間に、高齢者・障害者に対する暴行・

虐待などのあらゆる人権侵害の相談を電話で受

け付けています。秘密は厳守いたします。

期　　間　９月９日（月）～９月15 日（日）

時　　間　午前８時 30 分～午後７時

　　　　　※土・日は午前 10 時～午後 5 時

電話番号　０５７０－００３－１１０

　　　　　（全国共通人権相談ダイヤル）

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

認知症予防講演会
「今日からできる認知症予防」

　認知症とはどのような病気なのか、どのよう
なことを心がければ発症を遅らせることができ
るのか「いつまでも自分の意思を持ちながら元
気に過ごす」ために認知症予防講演会を開催
します。ぜひご参加ください。
期　　日　９月３日（火）
時　　間　受付：午後１時 30 分～
　　　　　講演：午後１時 45 分～午後３時 15 分
対　　象　一般（定員100 名）
場　　所　玉造保健センター
講　　師　ＮＰＯ認知症予防サポートセンター
　　　　　城　直美先生
申込締切　８月27日（火）

認知症予防
「脳はつらつ教室」参加者募集

　認知症は誰にでも起こり得る、脳の病気で
す。そのため、いつ自分や家族が認知症になる
か分かりません。認知症の正しい知識を学び、
認知症を予防しましょう。
対　　象　65 歳以上の方（定員 20 名）
期　　日　①９月17 日②９月 24 日③ 10 月１日
　　　　　 ④ 10 月８日⑤ 10 月15 日
　　　　　（火曜日　全５回）
時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
場　　所　玉造保健センター
教室内容　脳の健康診断、ウォーキングで認
　　　　　知症予防
講　　師　ＮＰＯ認知症予防サポートセンター
　　　　　城　直美先生
持参するもの　筆記用具、タオル、飲み物
申込締切　９月６日（金）

認知症サポーター養成講座
　「認知症サポーター」は特別なことをする人
ではなく、認知症について理解し、認知症の人
や、その家族を温かく見守る応援者です。例え
ば病気について理解し認知症の人や家族に伝え
る、認知症の方や介護する家族の気持ちを理
解するよう努めることです。
　ぜひこの機会に認知症の基礎知識を学びま
しょう。
期　　日　９月12日（木）
時　　間　受付：午後１時 30 分～
　　　　　講演：午後１時 45 分～午後３時 15 分
対　　象　一般（定員 20 名）
場　　所　麻生保健センター
講　　師　認知症キャラバンメイト
申込締切　９月６日（金）

※上記３講座のお申し込みは次のとおりです。

参　　　　　加　　　　　ひ費　無　料

申込方法　電話にてお申し込みください。
問・申 介護福祉課　地域包括支援センター

　　（玉造保健センター内）　☎ 0299-55-0114

　市ではこころの問題に関する悩みを抱えてい

る方のために専門医師等による相談を行ってい

ます。相談することで解決策が見えてくるかも

しれませんので、一人で悩まず早めにご相談く

ださい。

場　所 時　間 日　程

北浦保健センター 13:00 ～16:00

8 月 7日（水）

9月 11日（水）

10月 9日（水）

11月20日（水）

玉造保健センター 10:00 ～13:00
9 月 2日（月）

11月18日（月）

対　　　　　象　　　　　ひひ者　心の問題を抱えるご本人、ご家族

　　　　　（ご家族のみの相談も可）

内　　容　精神科医師、精神保健福祉士によ

　　　　　る個別相談

　　　　　（イライラして集中できない、くよく

　　　　　よ考えてしまう、お酒の問題、ひき

　　　　　こもり等）

申込方法　前もって予約が必要です。電話等で

　　　　　お申し込みください。相談は無料。

　　　　　相談内容は一切漏らしません。
問・申 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ご案内

「平成 26 年成人式」開催の
お知らせ

　平成 26 年成人式の開催および成人式実行委

員を募集します。

期　　日　平成 26 年１月12日（日）

時　　間　受付　午前９時～

　　　　　式典　午前 10 時～

場　　所　行方市文化会館

対　　　　　象　　　　　ひ者　平成５年４月２日～平成６年４月１日

　　　　　に生まれた方で、行方市に在住の

　　　　　方および行方市出身の方

※成人式実行委員（12 名程度）については、　

　随時募集しています。下記まで電話または

　直接窓口でお申し込みください。

問・申 生涯学習課（北浦公民館内）
　　　　　　　　　　　　☎０２９１-３５-２１１１

平成 25 年の成人式実行委員会メンバー



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 8 月 24 日（土）14：30 ～17：00

イーアスつくば（つくば市）

② 8 月 31 日（土）13：30 ～16：30

ホテルグランド東雲（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主催

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

申込期限　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）

9/14（土）ステキな予感！

　　　　　　　　　　ふれあいパーティー

時　　間　17：30 ～ 20：00

場　　所　父屋（日立市）

対 象 者　男性は 45 歳以下の独身者

　　　　　女性は年齢フリーの独身者　

　　　　　　　　　　　　　 男 女 各 12 名

受付期間　8/19 （月）～ 9/2 （月）

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/

受験
種目

自衛官候補生（男子） 自衛官候補生（女子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

応募
資格

採用予定月の１日現在、
18歳以上27歳未満の男子

採用予定月の1日現在、
18歳以上27歳未満の女子

平成26年4月1日現在、
18歳以上27歳未満の方

平成26年4月1日現在、
18歳以上21歳未満の方

受付
期間

年間を通じて
行っています

8月 1日（木）～ 9月６日（金）（締切日必着）

試験
期日

受付時にお知らせ
9月22日（日）～26日（木）
のうち指定する1日

9月16日（月）・17日（火）
のうち指定する1日（1次）

9月21日（土）（1次）

会場 受付時にお知らせ 別途各人に通知
受付時または

受験票交付時にお知らせ
別途各人に通知

試験
科目

筆記試験・口述試験・適性検査・身体検査
（１次）筆記試験・適性検査
（２次）口述試験・身体検査

（１次）筆記試験・適性検査
（２次）航空身体検査等
（３次）操縦適性検査等

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問・申 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　小美玉市百里170（航空自衛隊百里基地内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎ 0299-52-1366

自衛官募集案内

 

○行方市民ゴルフ大会○

期　　日　９月26 日（木）

時　　間　スタート時間　午前７時 30 分～

　　　　　※スタート時間の 30 分前には受付

　　　　　　を済ませてください。

応募資格　市内在住在勤者

人　　数　先着 200 名（50 組）

場　　所　麻生カントリークラブ

料　　金　参加料　3,000 円

　　　　　プレー料金　①ビジター7,500 円

　　　　　（乗用セルフ・昼食付）

　　　　　※上記の料金はセルフ料金となっ

　　　　　　ております。キャディ付プレーを

　　　　　　ご希望の方は、別途２,500 円が

　　　　　　上記料金に加算されます。

申込方法　氏名・住所・電話番号・生年月日・

　　　　　プレー区分を電話または FAX にて

　　　　　お申し込みください。

募集期間　８月1日（木）～９月５日（木）

競技方法　18 ホールストロークプレー・新ペリ

　　　　　ア方式

スポーツ振興課からのお知らせ

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

○ソフトバレーボール

　　（メンズ＆ウィメンズ )大会○

期　　日　９月８日（日）　　

時　　間　開会式　午前９時～

応募資格　市内在住在勤者

○メンズクラス

（学生、生徒、一般、年齢制限無し）男子のみ

○ウィメンズクラス

（学生、生徒、一般、年齢制限無し）女子のみ

※すべてのクラスで監督を含め８名以内で構成

　されたチーム

※審判は、試合順に応じて定められたチームで

　協力しながら行う。

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１チーム 2,000 円（試合当日納入）

※参加する際に別途年度登録料 500 円が必要

申込締切　８月29 日（木）

※申込用紙は各体育施設にあります。

○親善卓球大会○

期　　日　９月29 日（日）　　

時　　間　開会式　午前８時 20 分～

種　　目　小学生シングル

　　　　　中学生男女別シングル・団体戦

　　　　　一般男女別シングル・団体戦

応募資格　市内在住在勤の方（中学生は潮来市

　　　　　も含む）

場　　所　麻生運動場体育館

料　　金　一人 200 円（当日徴収）

申込方法　氏名・住所・電話番号・年齢等を電

　　　　　話または FAX にてお申し込みくだ

　　　　　さい。

申込締切　９月６日（金）

第７４回国民体育大会（平成３１年茨城国体）

の公開競技「ゲートボール」会場が、行方市

北浦第１グラウンドに決定されました。

問スポーツ振興課（北浦運動場）

　　　　　　　　　　　☎ 0291-35-2120

返信用　表面

〒 311-3494
航空自衛隊
第７航空団監理部
特別公開　係

ご自宅郵便番号
ご自宅住所
お名前
※４市１町以外は無効

代表者氏名
代表者住所・電話番号
※４市１町以外は無効
来場者氏名・来場手段
※車の場合は、車種、車
番を記載（１台まで）

空　白

往信用　裏面 返信用　裏面

※１世帯につき 1 枚まで。複数応募・記入不備は無効

表

裏

往信用　表面 返信用　表面

　行方市下水道排水設備指定工事店および農業集落排水設備指定工事店

の指定申請時に必要な資格です。

受験資格　※次のいずれかに該当

①高等学校以上の土木工学または、これに相当する課程を修了して卒業

　した者

②大学、大学院、短期大学、高等学校を卒業後１年以上排水設備工事等

　の設計または施工に関し実務経験を有する者

③中学校を卒業後 2 年以上排水設備工事等の設計または施工に関し実務経験を有する者

試験日時　10 月 22 日 （火）午後１時 30 分～

試験会場　ホテル　マロウド筑波（土浦市城北町２－２４）　　　申込締切　8月16日（金）

　法務局では、法務局が行っている仕事を広く

地域住民の皆さまにご理解いただくため、「法

務局公開講座」を開設しています。

　今回は、「相続とは何か？」、「遺言書とは何

か？」等について、法務局職員がわかりやすく

ご説明しますので、たくさんの方々のお越しを

お待ちしております。

期　　日　8 月21日（水）　

時　　間　午後２時～（約 90 分）

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　鹿嶋市宮中 4631-1

内　　容　相続と遺言書について

人　　数　先着 40 名（事前予約不要）

料　　金　無　料

問 水戸地方法務局鹿嶋支局  ☎ ０299-83-6000

法務局公開講座

百里基地航空祭 特別公開

　霞ヶ浦環境科学センターでは、霞ヶ浦水質浄化

強調月間（７／１５（月）～９／１（木））のメインイ

ベントとして、夏まつり2013 を開催します。

　「泳げる霞ヶ浦をめざして！」をテーマに霞ヶ浦

や環境問題について楽しく学べる催しを用意して

皆さまをお待ちしています。ぜひご来場ください。

期　　日　８月24 日（土）　

時　　間　午前 10 時～午後 3 時 30 分

場　　所　茨城県霞ヶ浦環境科学センター

　　　　　土浦市沖宿 1853

対　　象　一般県民

料　　金　無　料

そ の 他　当日は、土浦市おおつ野地内の臨時駐車場

　　　　　　をご利用ください（無料送迎バスを運行）。

問 霞ヶ浦環境科学センター　☎ ０29-828-0961

泳げる霞ヶ浦をめざして！
霞ヶ浦環境科学センター夏まつり 2013

排水設備主任技術者資格試験 問・申 下水道課（玉造庁舎）☎ 0299 － 55 － 0111

期　　日　９月７日 ( 土 )　※一般公開は 9 月 8 日（日）

時　　間　午前９時～午後 3 時

場　　所　百里基地

応募資格　行方市、小美玉市、鉾田市、

　　　　　かすみがうら市、茨城町に在住の方

内　　容　航空機の飛行、戦闘機コクピット展示ほか

申込方法　往復はがきによりお申し込みください。

申込締切　８月21日 ( 水 )　※応募者多数の場合、抽選

問 百里基地広報班　☎  0299-52-1331


