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フラワーアレンジメント

◆日　　時　2 月16 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「雛祭りアレンジ」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！

第２回　行方の雛まつり
女子力アップのお雛さま祭 inなめがた

◆開催期間　２月６日（木）～３月３日（月）

◆開催場所　市内各所（女性が訪れて楽しい、

　　　　　　行方市内のパワースポット巡り）

※詳しい内容についてはお問い合わせください。

問 行方市商工会　☎ ０２９９ー７２ー０５２０

【玉造公民館】

期　　日　２月４日（火）・25 日（火）

【北浦公民館】

期　　日　３月４日（火）

時　　間　午後７時～午後９時

講習内容　パソコンによる農業簿記講座

対　　　　　象　　　　　者　パソコンの基本操作ができる農業

　　　　　者等（配偶者、後継者も含む）

定　　員　１会場１０名（定員になり次第締切）

受　　　　　講　　　　　料　無料

申込方法　受講を希望する会場名や氏名、住所、

　　　　　電話番号等連絡先と経営作物を各開

　　　　　催日の前日までに農林水産課農業振

　　　　　興グループまでご連絡ください。

問・申 農林水産課　☎０２９１－３５－２１１１

～乳がん・子宮（頸部）がん・骨粗しょう症～

健康フェスタｉｎコテラス

◆期　　日　2 月 22 日（土）・23 日（日）
◆場　　所　天王崎観光交流センター　コテラス
◆イベント内容
22 日（土）
○講演会　13：00 ～ 15：00

「イグノーベル賞を受賞したタマネギの研究紹介」
講　師：ハウス食品グループ本社株式会社
　　　　中央研究所　研究主幹　今井真介先生
　　　　　　問 農林水産課 6 次産業推進室
　　　　　　　　　　　　☎ 0291-35-2111
○ステップアップ講習会　15：00 ～ 17：00
　～効果アップのための自宅でもできるフィットネス～
定　員：20 名（初回講習会修了者のみ）
講　師：（株）ＴＨＦ
　　　　健康運動指導士　大月直美氏
　　　　　問 健康増進課　☎ 0291-34-6200
○ひな祭りフットパス 10：00 ～ 12：00
　　　　　問 商工観光課　☎ 0291-35-2111
23 日（日）
○麻生高校生文化部作品展示
○百人一首実演
○ジャンボ行方かるた取り大会（小学生対象）
　　　　　問 天王崎にぎわいづくり推進室
　　　　　　　　　　　　☎ 0291-35-2111

平成26年度女性のための検診のお知らせ

期日

４月８日（火）、９日（水）

　10 日（木）、11 日（金）

　12 日（土）、14 日（月）

４月 16 日（水）、17 日（木）

　   18 日（金）、19 日（土）

　   21 日（月）

４月23日（水）、24日（木）、25日（金）

５月８日（木）、９日（金）

　　10 日（土）

会場 麻生保健センター 北浦保健センター 玉造保健センター

検診項目 対象者 内　容　等

乳がん

超音波検査 25 歳～ 59 歳

X 線検査

（マンモグラフィ）
40 歳以上

２年に１回

40 歳代は２方向の撮影

子宮（頸部）がん 20 歳以上 子宮頸部の細胞診

骨粗しょう症

20 歳～ 70 歳

※女性で５歳毎

対象者に個別通知

20 歳、25 歳、30 歳、35 歳、40 歳、45 歳、

50 歳、55 歳、60 歳、65 歳、70 歳

※超音波法による足かかと骨密度測定

※検診ご負担金は、例年どおりの金額を予定しておりますが、決定後に改めてお知らせいたします。

３．受付時間　乳がん検診のみの方　　　　　　午前 10 時～午前 10 時 30 分

　　　　　　　乳がん・子宮（頸部）がん検診　午後０時 30 分～午後１時

４．申込方法

　各戸配布されたはがきにご記入の上、ポストへ投函ください。なお、市ホームページ等から

も申し込みいただけます。※ 2 月 14 日（金）必着

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。
早期発見、早期治療が健康維持のカギ！年に一度はみんなで検診を！

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）☎ 0291-34-6200

１.期日および会場

２.検診内容 ※年齢は平成 27 年 3 月 31 日現在の年齢になります。

平成 25 年度
パソコン農業簿記講習会

受験種目 予備自衛官補

応募資格

１　一般公募
　　18 歳以上 34 歳未満の者
２　技能公募
　　18 歳以上で国家資格を有する者
　　（資格により 53 歳未満～ 55 歳未
　　　満の者）
※年齢の計算期日   平成 26 年７月１日

受付期間
１月８日（水）から４月２日（水）まで

（締切日必着）

試験期日
４月 11 日（金）から４月 15 日（火）
（いずれか１日を指定されます。）

試験場
試験場、受験番号等は別途各人に通知
します。

試験種目
および内容

１　一般公募
　（１）筆記試験（国語、数学、理科、
　　　  社会、英語、作文）
　（２）口述試験（個別面接）
　（３）適性検査
　（４）身体検査
２　技能公募
　（１）筆記試験（小論文）
　（２）口述試験（個別面接）
　（３）適性検査
　（４）身体検査

※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

　　　☎ ０２９９－５２－１３６６

平成 26 年度 自衛官募集案内

　学生を除く若者や離職され求職中の方を対象

に、合同就職面接会を開催します。

　複数の企業の人事担当者と直接お会いできる

チャンスです。

　履歴書を複数持参の上、ご参加ください。

期　　日　2月20日（木）

時　　間　午後1時１５分～午後3 時 30 分

　　　　　受付　午後1時～

対　　象　学生を除く若年者や離職中の求職者

場　　所　茨城県水戸合同庁舎 2 階大会議室

　　　　　（水戸市柵町１－３－１）

※来場は、公共交通機関をご利用ください（ＪＲ水

　戸駅南口から徒歩約10 分）。

参　　　　　　加　　　　　　費　無料

○事前申し込み不要

○参加事業者は、県内に本社または就業場所が

　ある事業所約 30 社です。

問 茨城県労働政策課いばらき就職・生活総合
　支援センター　☎０２９－２３３－１５７６

元気いばらき就職面接会
（水戸会場）開催！

春のノーマイカーデーいばらき
～マイカー利用を控える日～

　鉄道やバス・タクシーなどの公共交通は、

上手に使うことができれば、私たちの暮らし

をより豊かなものにしてくれる移動手段で

す。過度にマイカーに依存した暮らしを見直

すきっかけとして、一緒に取り組んでみませ

んか。

県内一斉取組日：２月１４日（金）
問 企画政策課　☎０２９９－７２－０８１１

　茨城県公共交通活性化会議事務局（茨城県企

　画部企画課交通対策室）☎０２９－３０１－２５３６

小中学生の皆さん、霞ヶ浦・北
浦湖岸および市内一斉清掃大作戦
に参加しよう !!
日　時：３月２日（日）時　間：午前７時～

　青少年育成行方市民会議は、小中学生のボ

ランティア活動の一つとして、清掃大作戦へ

の積極的な参加を呼びかけています。地区の

大人の方々と一緒に自分たちの住んでいる地

区をきれいにしましょう。

　鹿行広域事務組合
　　　　霞ヶ浦聖苑嘱託員募集

〇職種および採用予定人員

　嘱託員（火葬場受付事務など）　2 名

〇勤務場所　霞ヶ浦聖苑（手賀 4339-39）

　　　　　　☎ 0299-55-2710

〇応募資格

　高卒以上（18 歳以上）で、簡単なパソコン

操作ができる方

〇応募方法

　市販の履歴書に必要事項を記入し、霞ヶ浦

聖苑に持参または郵送してください。

〇受付期間　２月３日（月）～２月２１日（金）

※ 持参の場合は、友引日を除く。

〇選考方法　面接試験（３月上旬予定）

※詳細については、当組合ホームページをご覧

　ください。

問 鹿行広域事務組合事務局
鉾田市鉾田１３６７-３鉾田合同庁舎本庁舎３階
☎０２９１－３３－５０２３

市民の声を市政に！

市長出前ふれあい懇談会
～真に豊かなまちづくりをめざして～

期　　日　年末年始を除き曜日に関係なく

　　　　　実施（１団体につき、1 年間に 1 回 ）

場　　所　市内の公共施設またはそれに準ず

　　　　　る施設（市外を除く）

※申込者の方に手配をお願いいたします。

時　　間　午後２時から午後９時までの間

　　　　　のおおむね２時間以内

※なお開催日時については、申し込み時に調整

対象団体　行政区または市民で組織した団体・

　　　　　　サークル等の 10 名以上のグループ

懇談内容　テーマを設定して市長と懇談

　　　　　市政に関することであればどの

　　　　　ようなことでも構いません（お申

　　　　　し込み時にお伺いさせていただ

　　　　　きます）。

申込方法　所定の申込書に記入

　　　　　まずはお電話にて秘書課にご連

　　　　　絡ください。

問 秘書課　☎０２９９－７２－０８１１

　日頃より節電へのご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。今冬については、お客さまにご協力いただいている節電の効果などにより、電気の安定供給を確保できる見通しです。お客さまにおかれましては、引き続き、無理のない範囲で節
電へのご協力をお願いいたします。問 東京電力茨城カスタマーセンター　☎０１２０－９９５－３３２　※月曜日～土曜日（休祝日を除く）９時～17 時東京電力からのお知らせ

※骨粗しょう症検診は○印のみ同時実施

○

○○
○
○

○
○
○

○



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 2 月 15 日（土）13：30 ～16：30
オークラフロンティアホテルつくば（つくば市）
② 2 月 20 日（木）19：00 ～21：00
つくば山水亭（つくば市）
③ 2 月 22 日（土）14：30 ～17：00
イーアスつくば（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

3/8（土）第２回笠間コン
　　　　　　　～みんなで笠間に愛に恋～
時　　間　18：00 ～ 21：40
場　　所　笠間稲荷周辺の飲食店（笠間市）
対 象 者　23 歳～ 45 歳の独身者男女各 50 名
受付期限　2/28 （金）
問・申 笠間コン実行委員会 kasamakon2013@yahoo.co.jp

3/9（日）素敵な予感！

　　　　　そば打ち体験＆試食パーティー

時　　間　未定
場　　所　たかはら自然塾（日立市）
対 象 者　28 歳～ 36 歳の独身者男女各 10 名
受付期間　2/10（月）～ 2/21（金）
問・申 日立市子ども家庭課 ☎０２９４－２２－３１１１

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.5

サッカー観戦婚活『恋のスペクタクル』

場　　　　所　 カシマサッカースタジアム（鹿嶋市）

時　　　　間　 未定

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　 30 歳～ 43 歳以下の独身者　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男女各９名

会　　　　費　 男性　4,000 円　女性　2,000 円（軽食付）

受付期間　 2 月 25 日（火）～ 3 月 11 日（火）

問・申 市企画政策課 ☎０２９９－７２－０８１１

3/23
（日）

■申告日程表
市民税・県民税
申告相談

２月１７日（月）～
３月１７日（月）

申告会場
麻生

保健センター
北浦庁舎

２階第１会議室
玉造庁舎

２階第１会議室

受付時間
《午前の部》　午前８時３０分～１１時３０分

《午後の部》　午後１時００分～　４時００分

指定日 対象地区 対象地区 対象地区

2 月 17 日（月）

麻生地区

津澄地区

玉川地区2 月 18 日（火）

2 月 19 日（水）

2 月 20 日（木）

手賀地区2 月 21 日（金）

太田地区2 月 24 日（月）

2 月 25 日（火）

要地区

玉造地区
2 月 26 日（水）

大和地区
2 月 27 日（木）

2 月 28 日（金）

3 月　３日（月）

現原地区
3 月　４日（火）

行方地区3 月　５日（水）

武田地区

3 月　６日（木）

3 月　７日（金）

小高地区 立花地区

3 月 10 日（月）

3 月 11 日（火）

3 月 12 日（水）

3 月 13 日（木）

3 月 14 日（金）

3 月 17 日（月）

平成 26 年 1 月 1 日現在、行方市に
お住まいの方は、申告が必要です。

　平成 26 年度（平成 25 年分所得）の

市民税・県民税の申告相談は、平成 26

年 2 月 17 日から 3 月 17 日までの（土・

日を除く）期間、麻生・北浦・玉造の各

庁舎で行います。

　申告相談の待ち時間を少なくするため、

日程表のとおり対象地区を指定しました

が、ご都合がつかない場合は他の日時に

お越しください。申告に必要なものなど

詳しくは、市報なめがた 1 月号または市

ホームページ等でご確認ください。事前

に申告書および収支内訳書等の用紙が必

要な場合は、税務課（麻生庁舎）までご

連絡ください。なお、北浦・玉造の総合

窓口にも用意してあります。

問　税務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

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

○行方市長杯バドミントン大会○

期　　日　３月２日（日）

時　　間　受　付　午前８時 30 分～

　　　　　開会式　午前９時～

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、

　　　　　または市内クラブで活動されて

　　　　　いる方・近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　１組１，０００円

　　　　　（当日各チーム一括して徴収）

申込方法　ＦＡＸにて住所・氏名・連絡先・

　　　　　勤務先・所属クラブ等を下記まで

　　　　　ご連絡ください。

申込締切　２月 16 日（日）

種　　目　混合ダブルス・Ａクラス（上級者）

　　　　　Ｂクラス（中級者）・Ｃクラス（初

　　　　　級者）※前回入賞者は１つランク

　　　　　を上げてエントリーしてください。

競技方法　リーグ戦およびトーナメント戦

＊対戦組合せは主催者に一任させていただきます。

＊各チーム（クラブ）単位で一括して申し込

　む場合は代表者の方が責任を持ってお申

　し込みください。

＊高校生は、３年生がＡクラス、１・２年生

　はレベルに応じてエントリーをお願いします。

＊メンバー変更は当日受付時に申し出てくだ

　さい。棄権のないようお願いいたします。

　なお、参加料は棄権してもお支払いください。

○第16回行方市民テニス大会○
期　　日　３月９日（日）※雨天時３月１６日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　市内在住在勤者、または市内のク

　　　　　ラブ等に所属している者

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　ＴＥＬまたはＦＡＸにて住所・氏名・

　　　　　連絡先・勤務先所属クラブ等を下

　　　　　記までご連絡ください。なお、当

　　　　　日の申し込みも受け付けますので奮

　　　　　ってご参加ください。

種　　目　男子ダブルス・女子ダブルス

　　　　　男子シングルス・女子シングルス

　　　　　ミックスダブルス

試合方法　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予

　　　　　定）６ゲームマッチ（当日抽選）

北浦運動場第１グラウンド利用団体調整会議
　平成 26 年６月１日から平成 27 年３月中旬ま

での間、公式大会等で北浦運動場第１グラウン

ドを利用予定の団体については、３月１３日（木）

午後７時より調整会議を行いますので、団体の

代表者の方は出席願います。

　また、下記により事前に連絡ください。

対　　象　市内在住在勤者で構成する団体

応募資格　公式大会等を予定している団体

場　　所　北浦運動場体育館会議室

時　　間　午後７時より

申込方法　北浦運動場に連絡をお願いします。

申込締切　２月２８日（金）まで

　　　　　（午前８時 30 分～午後５時 15 分）

※調整会議に、年間スケジュールのわかる書類

　を持参してください。

※練習試合等で利用する場合は、市内３カ月前、

　市外２カ月前の予約となります。

読書感想文・青少年の主張作文コンクール
表彰式及び発表会のお知らせ

期　　日　２月 22 日（土）

時　　間　午後１時～午後３時 45 分

場　　所　行方市文化会館

内　　容　表彰式　　  午後１時～午後２時

　　　　　発表会　　  午後２時～午後３時

　　　　　アトラクション（ピアノとフルートのアンサンブル）

　　　　　　　　　　　  午後３時～午後３時 30 分

　　　　　記念撮影

　　　　　　  午後３時 30 分～午後３時 45 分

　行方市内の小学生・中学生・

高校生の応募作品の中から、

優秀な作品を表彰します。代

表者による作文の発表もあり

ます。

　入場無料でどなたでも参加

できますので、青少年の考え

や主張をこの機会にぜひお聴

きください。
問 生涯学習課　☎ ０２９１－３５－２１１１

玉造運動場テニスコート改修工事のお知らせ
　下記のとおり玉造運動場テニスコート改修工

事を実施します。工事期間中は、テニスコート

の利用ができません。

　ご迷惑をおかけして誠に申し訳ありませんが、

皆さまのご理解ご協力をお願いします。

工事期間　３月３１日（月）まで

工事内容　テニスコートおよび付属建屋改修

問 スポーツ振興課（玉造運動場）

    　   ☎ ０２９９－５５－３２１１

○日帰り登山参加者募集○

期　　日　３月１６日（日）

対　　象　市内に住所を有する方

募集人員　４０名

場　　所　御岳山（東京都青梅市）

参　　　　　加　　　　　　費　１名　３，０００円

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚で

　　　　２名までとします。

募集期間　2 月1日（土）～2 月25 日（火）必着

※同一人が複数申し込んだ場合は全て無効とい

　たします。

※参加申込人数が募集人員を超えた場合は、　

　抽選となります。

※出発時間は午前５時頃を予定しています。乗車

　場所等の詳細は参加者に後日連絡します。

※参加申込による個人情報は、目的以外には使用

　いたしません。

〈往復はがき記載例〉

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際は

代表者の住所・氏名）

〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市体育協会事務局

（白紙）

参加申込者住所・氏名・
年齢・性別・電話番号

（２名まで申し込みできます）

★往信　表 ☆復信　裏

☆復信　表 ★往信　裏

問・申 スポーツ振興課

    　   ☎ ０２９１－３５－２１２０


