
10 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　10 月16 日・23 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

第 ７ 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2日（土）～3 日（日）

時　　　　間　　午前 9 時～午後４時

場　　　　所　　麻生中学校　校庭

※旧小高小学校からシャトルバスが運行されます。

問 行方市商工会 ☎ 0299-72-0520

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 10月 1日　№ 79

観光イベント情報

鯉淵学園農業栄養専門学校
平成 26 年度学生募集開始！

　鯉淵学園農業栄養専門学校は、「即戦力の養

成」を重視した２年制課程です。

　学校見学会は随時受け付けております。ご希

望の方は、下記まで電話等でご予約ください。

◎アグリビジネス科　○作物・園芸コース

　　　　　　　　　（作物・園芸専攻、有機専攻）

　　　　　　　　　○畜産・加工コース

　　　　　　　　　○協同組合コース

◎食品栄養科　　　栄養士（国家資格）養成課程

問 公益財団法人 農民教育協会

　　　　　　　　鯉淵学園農業栄養専門学校

〒319-0323 水戸市鯉淵町 5965

 ０１２０-８３１-４６４　 FAX    ０２９－２５９－６９６５

URL  http://www.koibuchi.ac.jp/

植栽ボランティア募集！

　霞ヶ浦ふれあいランドでは、親水公園整備事

業の一環として、虹の塔下の花壇の植え替えを

するにあたり、協力してくださる方を募集します。

　ぜひご協力ください。

◆日　　時　11月2日（土）・３日（日）

　　　　　　午前９時～午後４時

◆作業内容　虹の塔下の花壇にパンジー、ハボタンの植栽

◆場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド親水公園

◆持　　　　　ち　　　物　長靴、帽子など。汚れても良い

　　　　　　服装でお越しください。

　　　　　　※軍手、移植ごて、昼食、飲み

　　　　　　　物は用意します。

◆募集人数　50 名程度

問・申 霞ヶ浦ふれあいランド　☎ 0299-55-3927

親子で体験　ピザ教室

　コテラスで作った生地を使い、窯で焼き上げ

ます。具材は約 10 種類の中から、自分の好き

なものを選んでトッピングできます。

◆日　　時　10 月19 日（土）・20 日（日）

　　　　　　午前 11 時～午後1 時

◆対　　象　親子1 組各回 10 組まで

　　　　　　※定員になり次第締切

◆場　　所　天王崎観光交流センター　コテラス

　　　　　　（あそう温泉白帆の湯となり）

◆参　　　　　加　　　　　費　一人 500 円　※エプロン持参

◆申込締切　１０月１２日（土）

問・申 天王崎観光交流センター　コテラス

　　　行方市麻生 419-1

　☎０２９９－８０－６６２２　 FAX    ０２９９－７２－０８３３

あなた一人で悩んでいませんか

「女性の人権ホットライン」

　職場における男女差別やセクハラ、夫・パー

トナーからの暴力やストーカーなどの女性に対す

るあらゆる人権侵害について、お気軽にご相談

ください。秘密は厳守いたします。

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

期　　間　11月18 日（月）～11月24 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　０５７０－０７０－８１０

　　　　　（全国共通ナビダイヤル）

相　　　　　談　　　　　員　法務局職員または人権擁護委員

問水戸地方法務局人権擁護課 ☎ 029-227-9919

　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１９日（土）

時　　間　午前１０時～午後３時

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター学習室

　　　　　（鹿嶋市大字宮中 4631-1）

料　　金　無料

申込締切　前日までに予約が必要となります。

問・申 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

ーみんなで受けよう！年に一度の健康診査ー

地　区 日　程

北浦地区
（北浦保健センター）

10/16（水）・10/17（木）
10/18（金）・10/19（土）

玉造地区
（各地区巡回）

11/8（金）・11/11（月）
11/12（火）・11/13（水）
11/14（木）・11/15（金）
11/16（土）

麻生地区
（各地区巡回）

11/27（水）・11/28（木）
11/29（金）・11/30（土）

住んでいる地域に関係なく、どこの会場でも受診できます。

○外国人（農業研修生等）の方は受診券発行

　のため事前の申し込みが必要です。

＊外国人登録証・国民健康保険被保険者証を

　ご持参の上、健康増進課（北浦保健センター）

　に直接お申し込みください。

○社会保険扶養の方は、健康保険組合（共済

　組合等）からの「特定健康診査受診券」が

　必要なため、加入している医療保険者にご確

　認ください。

○健康診査受診券（ハガキ）を世帯ごとに郵送

　しますので、ご確認の上ご持参ください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　☎ ０２９１－３４－６２００ 

平成 25 年度
地域住民健診のお知らせ

　平成 26 年版の農業日誌・ファミリー日誌・新

農家暦を予約販売いたします。

「農業日誌」Ｂ６版 ・ 「ファミリー日誌」Ｂ５版

　　　　　予約特価 1,400 円（定価 1,470 円）

「新農家暦」Ａ５版

　　　　　　 予約特価 410 円（定価 500 円）

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　１０月２１日（月）

問　農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１-３５-２１１１

農業日誌等の予約受付について

　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。

申込締切　１０月1日（火）より受付（先着順）

問　農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１-３５-２１１１

花苗等を配布します

協働・共創

募集します！　　　　　　

なめがた元気補助金
　市では、市民団体またはグループが主体的に

実施する公共性、公益性の高いまちづくり活動

に対して、予算の範囲内で補助金を交付いたし

ます。皆さまからの積極的なご応募をお待ちし

ています。

●応募期間

10 月１日（火）～ 11 月 29 日（金）

●申請できる方は

５名以上で構成されているグループ等（構成者

の過半数が市内に在住・在勤していること）

●対象となる活動は

各グループまたは団体が自主的に取り組む、

公共性、公益性の高い事業（他の補助・支援

制度を受けている場合は対象外となります）

例：地域活性化事業／福祉・子育て支援活動

／環境・防犯活動／芸術・文化活動等

●補助の対象となる経費・金額は

まちづくり事業に要する経費（上限は１団　

体 20 万円／継続は３年を限度）

＊飲食費等、該当しない経費もございますの

　で、事前にご相談ください。

●申請からの流れ

資料請求⇒資料送付⇒申請⇒審査⇒結果通

知⇒交付申請⇒交付決定⇒事業実施⇒実績

報告

＊詳細は、下記までお問い

合わせください。

【ご注意】事業内容の変更、

中止や不正行為等があった

場合は交付決定が取り消し

となります。

問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎０299-72-0811

読み聞かせ講習会参加者募集

　読み聞かせに興味のある方、お子さんと一緒

に絵本を楽しみたい方の参加をお待ちしていま

す。

期　　日　１１月１７日（日）

時　　間　午後1 時 30 分～午後３時 30 分

場　　所　市立図書館　２階

講　　師　藤井　いづみ先生

対　　　　　象　　　　　しゃ者　読み聞かせを始めてみたい方や、関

　　　　　心のある方

定　　員　３０名（先着順）

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　下記まで直接お申し込みいただく

　　　　　か、電話かＦＡＸにてお申し込みく

　　　　　ださい。※月曜日は除く。

申込締切　１０月３１日（木）

問・申 市立図書館　行方市玉造乙1175

☎ ０２９９－５５－１４９５　 FAX    ０２９９－５５－３４５２

図書館まつり

　楽しい催しで皆さんをお待ちしています。

期　　日　１１月９日（土）～１０日（日）

時　　間　午前９時 30 分～午後５時

場　　所　市立図書館および玉造公民館

内　　容　 ９日（土）◆からくり絵本作り

　　　　　　　　　　  ◆講演会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   10 日（日）                 ◆昔あそび体験

　　　　　　　　　　  ◆おはなし会

　　　　　　　　　　  ◆大人のための朗読会

※そのほか、本のリサイクル市やちびっこおま

　つり広場もあります。

問 市立図書館　行方市玉造乙1175

☎ ０２９９－５５－１４９５　 FAX    ０２９９－５５－３４５２



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①１０月 14 日（月）13：30 ～16：30

ホテルグランド東雲（つくば市）

② 10 月 22 日（火）19：00 ～21：00

つくば山水亭（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

11/16（土）「ノルディックウォーキング」で

　　　　　　　美 BODYを手に入れよう！

時　　間　13：00 ～ 16：30

場　　所　好文亭 （水戸市）

対 象 者　33 歳～ 39 歳の独身者

　　　　　　　　　　　　　男女各 10 名

受付期間　10/16 （水）～ 10/30 （水）

11/17（日）成婚 1,000 組達成記念！

スペシャルマッチングパーティー

時　　間　14：00 ～ 17：00

場　　所　水戸市内ホテル（水戸市）

対 象 者　40 歳以下の独身者　

　　　　　　　　　　　　　男女各 30 名

受付期間　10/17 （木）～ 10/31 （木）

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/

スポーツ振興課からのお知らせ

なめがた版　婚活 No.3

サイクリング婚活『恋のエンデューロ』

自転車大好き ！
これから自転車を始めたい！！人たち集まれ

趣 味 で 素 敵 な 出 会 い を ♪

場　　　　所　 市内霞ヶ浦サイクリングコース

時　　　　間　 10：00 ～ 14：00 予定　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　 45 歳以下の独身者　男女各 12 名

会　　　　費　 男性　3,000 円　女性　1,000 円（軽食付）

受付期限　 10 月 10 日（木）

そ　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　他　 土浦駅東口から送迎あり。自転車

　　　　　   　     をお持ちでない方はご用意します。

　　　　　　　　 （どちらも要予約）

問・申 市企画政策課 ☎０２９９－７２－０８１１

10/26
（土）

問・申行方市体育協会事務局・スポーツ振興課

　☎ 0291-35-2120 FAX 0291-35-3854

○インディアカ大会○
　誰にでも気軽に楽しむことができるインディアカ

の普及・発展を目的として開催します。

期　　日　12 月1日（日）

時　　間　午前 9 時　開会

参加資格　市内在住・在勤者（中学生以上女性のみ）

場　　所　玉造 B&G 海洋センター　アリーナ

競技規則　インディアカ競技規則に準ずる。ただ

　　　　　し、１チーム監督・交替要員を含め８名

　　　　　 以内で構成する。

参　　　　加　　　　　費　１チーム　1,000 円 （代表者会議時に徴収）

申込方法　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　11月20 日 (水）　午後５時

○代表者会議を11月20 日（水）午後７時より北

　浦体育館２F 会議室で行います（参加チーム

　代表者は出席願います）。

○第16回社会人サッカー大会○

期　　日　11月17日（日）・予備日24 日（日）
時　　間　試合開始　午前９時
参加資格　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
審　　　　　判　　　　　員　各チーム必ず３名の審判員
　　　　　をお願いします（内１名は
　　　　　有資格者であること）。
競技規則　現行日本サッカー協会競技
　　　　　規則に準ずる。
参　　　　　加　　　　　費　１チーム　3,000 円
　　　　　（代表者会議時に徴収）
申込方法　申込用紙は各運動場にあります。

申込締切　11月7日（木）午後５時
○代表者会議を 11 月 7 日（木）午後７時より
　北浦体育館２F 会議室で行います（参加チー
　ム代表者は出席願います）。

○秋のハイキング教室○

期　　日　11月17日（日）

場　　所　花園神社周辺散策と温泉入浴 （北茨城市）

時　　間　午前 8 時出発

（午前 7 時 45 分集合）

集合場所　玉造庁舎駐車場

定　　員　先着 40 名　

参　　　　　加　　　　　　費　会員 3,500 円・非会員 4,000 円

　（昼食代、入浴料、見学料、保険料込み）

申込方法　水曜日、金曜日、土曜日に電話で

　　　　　お申し込みください。

申込締切　10 月19 日（土）
問・申 なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　（須貝・小林）☎ ０９０－２５６１－０４８６

　第５回霞ヶ浦検定

【1 級・2 級】

会　　場　茨城県霞ヶ浦環境科学センター

　　　 　  土浦市沖宿 1853　TEL029-828-0960

時　　間　午前 11 時～

【３級・ジュニア級】

会　　場　茨城県県南生涯学習センター（ウララ５F）

　　　 　土浦市大和町 9-1　TEL029-826-1101

時　　間　3 級：午前 10 時 50 分～

　　　　　ジュニア級：午前 10 時～

受験資格　ジュニア級は小学 6 年生まで、3 級はどなた

　　　　　　　でも受験可。２級以上は前級認定者に限ります。

申込方法　はがき、封書、FAX、メールで、氏名、年齢、住所、

　　　　　　　　電話番号、受験級を明記し、申し込んでください。

検 定 料　ジュニア級 500 円、３級 1,000 円、2 級 2,000 円、１級 3,000 円

申込締切  10 月 22 日（火）

問・申　霞ヶ浦市民協会内霞ヶ浦検定事務局

　　　☎ 029-821-0552　FAX 029-821-6209

             kcajimukyoku@dream.com

11/17
（日）

霞ヶ浦を知り、多くを語るスペシャリストになろう！

　赤い羽根共同募金運動で集められた募金の

一部を活用して、市内で暮らす障害者の方へシ

ルバー人材センターの方が家事援助サービスを

行います。

対 象 者　障害者（身体・精神・知的）世帯の方

　　　①　障害者の一人暮らし世帯

　　　②　世帯構成員がすべて障害者の世帯

　　　③　世帯主および配偶者が障害者で、

　　　　    お子さんが全て18 歳未満の世帯

内　  容

　　　① 草抜き・草刈り 家の出入りするところのみ

　　　② 掃除　居間の簡単な掃除

　　　③ 窓ガラス掃除 １階のみの内側・外側

　　　④ 障子張り ４枚のみ

　　    ⑤  廃棄物の処理　不要品を美化センターへ運搬

　　　　　※ただし、１件につき、軽トラック１台まで

　　　　※美化センターに搬入できる物のみ

申込方法  　住所・電話番号・氏名・希望するサービスを

　　　　　　電話またはＦＡＸ・郵送にてお申し込みください。

申込期限　10 月 31日（木）

問・申 行方市社会福祉協議会

　〒311-3512 行方市玉造甲403

　☎０２９9-３6-２020　FAX 0299-55-4545

歳末たすけあい事業 ○公開収録 平成 26 年 2 月 9 日 ( 日 )  日立市民会館

土地取引の後には届出を！

　 一定規模以上の土地取引を行った場合は、国土

利用計画法に基づき、土地の利用目的に関して審

査を受ける必要があります。権利取得者（譲受人）は、

契約締結日から起算して2 週間以内に市企画政

策課に届出を行ってください。

　制度の詳細・届出様式等については、ホーム

ページをご覧いただくか、企画政策課にお問い

合わせください。

問 企画政策課（麻生庁舎）　☎０２９9-72-0811

どなたでも、参加できます。お気軽にお越しください。

　インフルエンザが流行する季節がやってきます。

　一足先に、インフルエンザにかからないための、予防

法を再確認してみませんか ?

講　　師　　なめがた地域総合病院

　　　　　　　　感染症認定看護師　高橋将氏

期　　日　　10 月19 日（土）　

時   間   午前 10 時～午前 11 時

場　　所　　なめがた地域総合病院 3 階会議室

問 なめがた地域総合病院　　☎ 0299-56-0600

　なめがた地域総合病院
　健康教室「インフルエンザの予防」

　大学院・大学・短大・専修学校等（高校は除く）

の平成 26 年 3 月卒業予定者および既卒未就職

者を対象に「大好きいばらき就職面接会（後期）」

を開催します。

　県内企業約 150 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。

　事前申込不要・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。

期日・場所

【水戸会場】　10 月21日（月）ホテルレイクビュー水戸

【土浦会場】   10 月29 日（火）ホテルマロウド筑波

時　　　間　※受付は 10：30 ～

○プレセミナー　11：00 ～11：50

○面　接　会　13：00 ～16：00

参 加 費 　無料（学生等は事前申し込み不要）

問 茨城県労働政策課 ☎０２９－301－3645 （直通）

テ ー マ　『復興へ・いま伝えたい言葉』

　東日本大震災から3 年、震災時に感じたこと、

復興を続ける今感じること、これからの未来に

思うことなど。 

表現形式　「想い」が込められた文章作品であ

　　　　　れば、形式は問いません。

　　　　　（例：作文、セリフ、詩など） 

応募規定　140 字（Twitter 程度）から1,200 字

　　　　　（原稿用紙 3 枚程度）までの作品

※任意の用紙に、①作品タイトル②氏名③ペン

ネーム（希望者のみ）④住所⑤年齢⑥性別⑦

職業⑧電話番号を明記して作品と一緒にお送り

ください。 ※応募数に制限はありません。 

申込方法  応募作品を次の送付先へ郵送して    

               ください。

〒 310-8567（住所不要） NHK 水戸放送局「冬

のおくりもの」係 

募集締切　10 月 31日（木）当日消印有効 

※応募作品は事務局にて審査の上、採用作品タイト

ルと作者名を県域番組内、ホームページなどで発表し

ます（12 月予定）。作者を当日、会場にご招待します。

問 NHK水戸放送局 ☎ 029-232-9885

学生の皆さんへ！

就職面接会を開催します

「全国一斉！法務局休日相談所」開設

期　　日　10 月 6 日（日）

時　　間　午前１０時～午後４時

　　　　　ただし、受付時間は午後 3 時まで

場　　所　水戸地方法務局鹿嶋支局

相談内容　   土地の境界争い、相続・贈与・売

　　　　　買などの登記手続、抵当権の抹消

　　　　　手続、地代家賃の供託手続、戸籍

　　　　　の届出方法、成年後見制度、夫婦・

　　　　　親子など家庭内の問題、近隣との

　　　　　トラブル、セクハラ、子どものいじめ、

　　　　　DV 問題など

料　　金　無料

問 水戸地方法務局鹿嶋支局 ☎ 0299-83-6000

水戸財務事務所では

多重債務相談の窓口を開設しています

　返済のために借金を重ねている、返済してい

るのに元本が減らない。

　状況をお聞きし、債務整理のアドバイスや法

律専門家への引き継ぎをしています。

　相談無料。秘密は守ります。

連 絡 先  財務省 関東財務局

　　         水戸財務事務所 多重債務相談窓口

専用ﾀｲ゙ﾔﾙ　０２９-２２１-３１９０

受付時間　平日　午前８時３０分～正午

　　　　　　　　午後１時～午後４時 30 分
E-mail


