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　生活習慣病の中で医療機関に通院中の方が最

も多いのが「高血圧」です。

　どうして血圧って高くなるの？高血圧だとどう

してよくないの？どうすれば下がるの？

　知っているようで意外と知らないことも多い

のではないでしょうか？この機会に学んであなた

の健康管理に役立ててみませんか !

講　　　 師　　なめがた地域総合病院

　　　　　　　　　　内科医師　小田有哉先生

期　　　 日　　1 月 27 日（月）

時   　 間   午後1 時 30 分～午後 3 時

　　　　　　　　   （受付　午後1 時～午後1 時 20 分）

参　　　  　 　  加　  　  　  　　　費　無料

場　　　 所　　北浦保健センター

対　　　 象　　行方市民であればどなたでも参加できます

申込締切　1月20 日（月）

　医師・保健師・栄養士による健康相談や減塩食

の試食もあります。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ ０２９１－３４－６２００

　健康づくり講演会
　「高血圧って、きけん ??」

　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無く、新し

く自動車を取得したときも再度お申し込みの手続

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 26 年２月末までにお申し込みいただく

　と、平成 26 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　管理係

　  ☎ ０２９９－７２－００４１

フラワーアレンジメント

◆日　　時　1月26 日（日）

　　　　　　午後1 時 30 分～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「バレンタインアレンジ」です。

☆持ち帰る袋とエプロンを持参してください。

問 霞ヶ浦ふれあいランド ☎ ０２９９ー５５ー３９２７

　観光イベント情報！

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　成田山新勝寺の初詣および、佐倉国立歴史

民俗博物館を視察し日本の歴史、文化、人々

の暮らしについて学びます。

期　　日　１月 21 日 （火）

時　　間　玉造保健センター駐車場　午前８時 30 分出発

対　　象　市内在住の 65 歳以上の方　30 名

参　　　加　　　費　2,000 円

申込締切　１月 15 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 鹿行高齢者はつらつ委員会　田村耕治

　　☎ ０２９９－７７－１８９８

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

行方市観光協会ボランティア募集 !

　行方市らしい観光ガイド会を皆さ

んの手で設立してみませんか？新し

い出会い、おもてなし、観光に興

味がある方はぜひご参加ください。

◆対　　象　高校生以上

◆申込方法　電話・FAX で下記までお申し込み

　　　　　　ください。

※詳しい内容についてはお問い合わせください。

問 行方市観光協会 URL http://www.namekan.jp/

 ☎ ０２９９ー５５ー１２２１ FAX   ０２９９－５５－３９２６

先月号の下記の記事の問い合わせ先に誤り

がありました。訂正してお詫び申し上げます。

誤　問 行方警察署　→　正　問 行方消防署

　現在、一般家庭に住宅用火災警

報器の設置が義務化されています。

　まだ設置されていない家庭は、

設置しましょう。

平成２５年度全国統一防火標語

「消すまでは　心の警報　ＯＮのまま」

問 行方消防署  ☎ ０２９１－３５－０１１９

住宅用火災警報器を
設置しましょう

　社団法人　日本オストミー協会茨城県支部で

は、鹿行地区オストミー講習会を開催します。

①講　演　「ストマケアーについて」

②講　師　鹿島労災病院

　　　　　　認定看護師　田村留美先生

③ピアカウンセリング

④ストマ用装具　展示・説明

期　　日　1月19 日（日）

時　　間　午前 10 時 30 分～午後 2 時 30 分

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

参　　　　　加　　　　　　費　1,000 円（昼食代等）

申込方法　電話またはＦＡＸにて下記までお申

　　　　　し込みください。

申込締切　1月12日（日）
問・申 （社）日本オストミー協会　宮下

　　　☎ ０２９９－８３－７６１０（兼・ＦＡＸ）

人工肛門・人工膀胱保持者
　　　　　　のための講習会

鯉淵学園農業栄養専門学校
平成 26年度学生募集

　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。

◎アグリビジネス科（２年制）

作物・園芸コース：

　作物栽培を基礎から学ぶほ

　か、有機農業にも取り組む

畜産・加工コース：

　肉牛・乳牛飼育の基本に加

　え、家畜人工授精士資格も取得可

協同組合コース：

　JA 職員など農と食をつなぐ人材を育成

◎食品栄養科

　食材について生産されるところから知ってい

　る現場で活躍できる栄養士を養成

※詳しくは下記までお問い合わせください。

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

  ☎ 029-259-2811　 FAX    029-259-6965

　認定農業者や集落営農組織会計担当者等、

農業者の方の経営管理能力の向上を支援するた

め、パソコン農業簿記講習会を下記のとおり開

催します。ぜひ、この機会にパソコン農業簿記

を習得して今後の経営に役立ててください。

【水戸会場】

　期　　日　1月９日（木）・10 日（金）

　時　　間　午前 10 時～午後４時

　場　　所　茨城県市町村会館２階 202 会議室

　　　　　　（水戸市笠原町 978-26）

【石岡会場】

　期　　日　１月14 日（火）・15 日（水）

　時　　間　午前 10 時～午後４時

　場　　所　グリーンパレス石岡２階小会議室

　　　　　　（石岡市茨城 3-16-2）

講習内容　① 農業簿記の仕組み、パソコンに

よる基本情報の入力・開始貸借

対照表の作成

　　　　　② パソコンによる期中取引の伝票

処理決算書の作成

対　　　　　象　　　　　者　パソコンの基本操作ができる認定

　　　　　農業者等（配偶者、後継者も含む）、

　　　　　集落営農組織会計担当者等

定　　員　１会場 20 名（定員になり次第締切）

受　　　　　講　　　　　料　無料

申込方法　各会第１回目の開催日の５日前まで

　　　　　に下記まで FAX または E メール等

　　　　　でご報告ください。

問・申 茨城県農業会議総務部（担当：大槻）
　水戸市笠原町 978-26 茨城県市町村会館２階
　　☎ 029-301-1236　 FAX    029-301-1237
　　E メール：kaigi@ibanou.com

平成 25 年度
　　パソコン農業簿記講習会

受付期間

○一般入学（新入学）

３月12 日（水）～３月25 日（火）まで（土日祝日

を除く午前９時から午後５時まで）

○編入学・転入学

２月17 日（月）～２月21日（金）まで（午前９時

から午後４時 30 分まで）

応募資格

○一般入学は中学校もしくはこれに準ずる学校

　を卒業または平成 26 年３月卒業見込みの者

○編入学は、高校等に在籍していたが、現在退

　学していて、18 単位以上を修得している者

○転入学は、現在高校に在籍していて、18 単

　位以上修得する見込みがあり、正当な理由が

　あるもの（ただし、いずれも茨城県内に住所

　を有する者または茨城県の隣接県内に住所

　を有し茨城県内に勤務地がある者）

提出書類

・ 必要書類は直接、本校窓口へ提出してくださ

　い（郵送不可）。

・ 願書書類の交付は、平成 26 年１月14 日（火）

　からになります。交付を希望する方は、直接

　来校するか、郵便番号・住所・氏名・電話番

　号および「通信制○○入学書類請求」（○○

　は『一般』『編』、または『転』のどれかを記

　入）と明記した用紙と切手 140 円分を同封

　の上、本校に申し込んでください。
問 茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　〒310-0804 水戸市白梅 2-10-10

　☎ ０２９－２４７－４２８４

　 URL http://www.mitominami-h.ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
平成 26 年度生徒募集

　茨城県の特定最低賃金が、次の①～④のと

おり改正決定されました。

①鉄鋼業：時間額 818 円

②はん用機械器具、生産用機械器具、業務用

　機械器具製造業：時間額 798 円

③計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学

　機械器具、医療用機械器具・医療用品、光

　学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・

　電子回路、電気機械器具、情報通信機械器

　具、時計・同部品製造業：時間額 793 円

④各種商品小売業：時間額 767 円

効力発生日　いずれも平成25年12月31日

問 茨城労働局賃金室　☎ 029-224-6216

　  または最寄りの労働基準監督署

茨城県の特定最低賃金改正
必ずチェック最低賃金！使用者も労働者も。



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①1月13日（月）13：30～16：40 （婚活セミナー付）
ホテルグランド東雲（つくば市）
② 1 月 18 日（土）14：30 ～17：00
イーアスつくば（つくば市）
③ 1 月 23 日（木）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

1/25（土）成婚数 1,000 組達成記念！！
　　　　　　　スペシャルマッチングパーティー
時　　間　15：00 ～ 20：00 予定
場　　所　アクアワールド茨城県大洗水族館
　　　　　（大洗町）
対 象 者　40 歳以下の独身者
　　　　　　　　　　　　　男女各 30 名
受付期限　1/8（水）

2/7（金）美味しい中華を召し上がれ！

時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　中国料理の鉄人（水戸市）
対 象 者　28 歳～ 38 歳の独身者　
　　　　　　　　　　　　　男女各 15 名
受付期間　1/7（火）～ 1/21（火）

いばらき出会いサポートセンター
　　　　　　　　　　　　登録会員募集！！
 いばらき出会いサポートセンターでは、結
婚を希望する「独身男女のパートナー探し
のお手伝い」や、「ふれあいパーティーの
開催」などの結婚支援を行っています。
○会員登録ができるのは、茨城県内にお住
　まいか、または、お勤めの方です。
○入会金は 10,500 円で３年間有効です。
○入会手続きは結婚を希望する本人に限ります。
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/

なめがた版　婚活 No.4

バレンタイン婚活『恋のちょこれいと』

場　　　　所　 アジュール鹿嶋ウエディングハウス（鹿嶋市）

時　　　　間　 14：00 ～ 17：30 予定　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　 40 歳以下の独身者　男女各 15 名

　　　　　　　　　　※ただし、男性は行方市在住・在勤者に限ります。

会　　　　費　 男性　4,000 円　女性　2,000 円（軽食付）

受付期間　 1 月 15 日（水）～ 1 月 29 日（水）

問・申 市企画政策課 ☎０２９９－７２－０８１１

2/11
（火・祝）

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○

期　　日　2 月 7 日（金）8 日（土）9 日（日）

時　　間　集合・出発時間　7 日（金）　

　　　　　午後 9 時 30 分（1 泊）

集合場所　玉造 B&G 海洋センター

対　　象　市内居住在勤者（中学生以下は保

　　　　　護者同伴）、スキー経験初級者以上

　　　　　の方のみ（スノーボード不可）

人　　数　40 人　（定員になり次第締切）

スキー場　安比高原スキー場（岩手県）

宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野 464-6

　　　　　民宿 ｢いろり｣　☎ 0195-72-5150

料　　金　一　　　般 25,000 円

　　　　　小学生以下 20,000 円

　　　　　（リフト代２日分含む。出発日に納入）

申込方法　住所、氏名、年令（学年）、連絡

　　　　　先を明記して下記へ電話または

　　　　　 FAX でお申し込みください。

申込締切　1 月 31 日（金）　期日厳守

○昼食代 2 回および夕食代１回、レンタル

　スキー料金が個人負担になります。

○ふれあいソフトバレーボール春季大会○

期　　日　２月２３日（日）

時　　間　開会式　午前８時３０分

場　　所　北浦運動場体育館

対　　象

○ウィメンズクラス（学生、生徒、一般、年齢

制限無し）女子のみ。

○フリークラス（学生、生徒、一般、年齢制限無し）

男子がチーム内に入る場合は２名以内とする。

○ブロンズクラス（30 歳代の男女と40 歳以上

の男女それぞれ一人）

○シルバークラス（40 歳代の男女と 50 歳以上

の男女それぞれ一人）

○ゴールドクラス （50歳以上の男女それぞれ２名）

○初心者クラス（年齢制限なし）

料　　金　１チーム　２，０００円

　　　　　（参加料は試合当日に納入）

申込締切　2 月13 日（木）午後 5 時

　　　　　（申込用紙は各体育施設にあります）

＊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

○北浦杯卓球大会○

期　　日　２月１６日（日）

時　　間　受　付　午前８時～

　　　　　開会式　午前８時３０分～

対　　象　小学生：市内在住（小学４～６年生）

　　　　　中学生：行方市・潮来市

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　小学生：無料

　　　　　中学生：シングルス１人２００円（当日徴収）

申込方法　申込書により住所・氏名・連絡先を

　　　　　記入の上、下記まで申し込みくださ

　　　　　い（ＦＡＸ可）。

申込締切　２月５日（水）

種　　目　小学生：男女別シングルス

　　　　　中学生：男女別団体戦・シングルス

競技方法　トーナメント方式

そ の 他

中学生は、ゼッケンを必ず付けてください（背）。

○行方市スポーツフェスティバル○
　「いつでも、どこでも、いつまでも」行方市

の生涯スポーツを活発に進めるために開催しま

す。スポーツ功労者の表彰やスポーツ講演会、

アトラクション等を行います。皆さまのご参加 

（参加無料、申込不要）をお待ちしています。

期　　日　１月２６日（日）

時　　間　開会式　午後１時３０分

場　　所　行方市文化会館

なめがたふれあいスポーツクラブ

ソフトバレーボール教室
期　　日　１月22日～3 月12日

　　　　　毎週水曜日（全８回）

場　　所　北浦運動場体育館

時　　間　午後８時～午後10 時

対　　象　高校生以上（初心者歓迎）

募集人数　30 名

講　　師　クラブスタッフ

参　　　　　加　　　　　　費　会　員　1,500 円

　　　　　 非会員　2,500 円（保険料込）

申込締切　1月18 日（土）午後 5 時

　（社）茨城県母子寡婦福祉連合会から、ひと

り親家族（母子家庭・父子家庭）のお子さんで

平成 26 年度小学校に入学されるお子さんに入

学祝品（学用品）の贈呈があります。

　希望される保護者の方は、社会福祉課 子育

て支援室へ、お子さんの氏名・性別・生年月日・

保護者氏名・住所・連絡先を１月３１日（金）ま

でに申し出てください。

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ☎ 029-221-7505

問・申 社会福祉課 子育て支援室（ 玉造庁舎 ）

　　　☎ ０２９９－５５－０１１１

小学校新入学児童に対する
　　入学祝品の贈呈について

○公売期日　2 月 5 日（水）

○入札時間　午後１時２０分～午後２時

○場　　所　茨城県水戸合同庁舎２階

　                「大会議室」

○対象不動産

　　・所在：行方市井上字大清水台 2396 番　

　　・地目：山林　・地籍：3,234㎡

　　・見積価額：　3,396,000 円

　　・公売保証金：　340,000 円

問 茨城租税債権管理機構 ☎ 029-225-1221

    URL http://www.ibaraki-sozei.jp/

茨城租税債権管理機構による　
　　　不動産公売を行います

　大学・短大・専門学校などを平成 27 年 3月に

卒業見込みの方を対象とした企業説明会を開催し

ます。石岡市・小美玉市の事業所が集まり、採用

等の企業説明会を実施します。参加費は無料。事

前申し込みと履歴書は不要です。上履きをご持参

ください。

期　　日　1月29日（水）

時　　間

　　○受　付               　　9：30 ～

　　○スキルアップ講座　　　10：00 ～12：00

　　○キャリアカウンセリング  12：00 ～15：00

　　○説明会　　　　  　　13：00 ～16：00

対　　象　大学・短大・専門学校などを平成 27

　　　　　年 3月に卒業見込みの方

場　　所　石岡市運動公園体育館

　　　　　（石岡市南台３－３４－１）

問 石岡市商工観光課（石岡事務所）

　  ☎ ０２９９－２３－１１１１（内線 485）

石岡市・小美玉市
　合同企業説明会（就勝！ 2014）

問・申 なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　（玉造 B ＆G 海洋センター内）

 ☎ ０９０－２５６１－０４８６（須貝・小林）

○市交流バスケットボール大会○

期　　日　１月1９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

　　　　　用紙によりお申し込みください。

申込締切　１月１４日（火）　午後５時

・組み合わせは当日抽選とします。

・試合時間および試合形式は事務局で決定します。

○小中学校体育館
定期利用団体申込受付○

　４月より、各小中学校の体育館で練習レクリ

エーション活動などを希望する団体については、

下記によりお申し込みください。

◆対　　象　市内在住在勤者 10 名以上で構

　　　　　　成する団体で、平成 26 年度スポ

　　　　　　ーツ安全保険等に加入見込みで

　　　　　　あること

◆申込期限　１月３１日（金）

　　　　　　（午前8時30分～午後５時15分）

◆申込方法　麻生運動場・北浦運動場・玉造

　　　　　　運動場の各事務室に申込書を用

　　　　　　意いたしますのでご記入のうえ提

　　　　　　出願います（FAX 不可）。

※麻生地区の小中学校体育館を利用希望の団

　体は２月６日（木）午後７時より麻生運動場

　会議室、玉造地区の小中学校体育館を利用

　希望の団体は２月７日（金）午後７時より玉造

　農村環境改善センター大会議室で調整会議

　を行いますので、申し込まれた団体の代表者

　の方は出席願います。

※北浦地区の小中学校体育館を利用希望の団

　体は申込状況により３月末に調整会議を行い

　ます。その際は申込団体に後日通知いたします。

問・申 北浦運動場 ☎０２９１－３５－２１２０

　 　  玉造運動場 ☎０２９９－５５－３２１１


