
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 26 年 6 月 1 日　№ 87

　観光イベント情報！

ビーズ教室参加者募集
　手軽にビーズアクセサリーを作ってみま

せんか。

◆開催日　４月を除く毎月第２土曜日

　　　　　（計 10 回）

　　　　　午前 10 時から２時間程度

※年間を通して参加できる方を募集します。

◆参加費　3,000 円

◆材料費　1 回ごとに徴収します。

◆募集人数　10 名

◆申込締切　６月９日（月）

※詳細と申し込みは下記までお願いします。
問・申 天王崎観光交流センターコテラス

　　　☎ ０２９９－８０－６６２２

　未就業の看護職に対し、最近の医療・看護

に関する知識や技術、再就業に必要な看護実

践能力を高める研修を行い、再就業について

の不安の解消を図り、職場復帰を円滑にする

ことを目的とします。

対　　象　(1) 離職後ブランクのある未就業

　　　　　　看護職員

　　　　　(2) 復職後、１年未満で看護技術

　　　　　　に不安のある看護職員

募集期限　７月 11 日（金）

研修内容

①講義　７月 29 日、８月４日、８月 11 日、

　　　    ８月 18 日、８月 22 日（全５回）

　　　　（場所：白十字看護専門学校）　　　

　　　　※一時託児所あり

実　習（平成 26 年９月～平成 27 年３月）

②実務研修　病院５日～ 10 日間

③雇用一体型使用研修　３カ月以内

（①②③は希望により選択＝組み合わせ可）

受　　　　　　講　　　　　　料　無料

※詳細はお問い合わせください。

問・申 茨城県看護協会　鹿行地域看護職員再

　　 就業支援事業所（鹿嶋訪問看護ステーショ

　　 ン内） ☎０２９９－８３－６０８８

　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて

いるものがあります。外観の特徴から、園芸

用のけしと区別ができます。

〈簡単なけしの見分け方〉
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“植えてはいけないけし”を見かけましたら、

保健所にご連絡ください。

問 茨城県鉾田保健所

　☎０２９１－３３－２１５８

植えてはいけない「けし」と
　植えてもよい「けし」の見分け方

行方市食生活改善推進員養成講座
受講生募集

　行方市食生活改善

推進員連絡協議会は、

より良い食習慣を地

域に広める健康づく

りのボランティア活

動をしています。自

分や家族のため、さらに地域のために楽し

く参加してみませんか。

期　　日　7 月 17 日・9 月 25 日・10 月 16 日・

　　　　　11 月 20 日・12 月 12 日（全 5 回）

場　　所　北浦保健センター

対　　象　行方市に住民登録されている方

　　　　　で現に居住されている方

募集人員　25 名（先着）

受　　　　　講　　　　料　無料

申込締切　７月 11 日（金）

　　　　　※定員になり次第締め切ります

＊なお、養成講座終了後は、研修会及び住

　民健診や女性のための検診時に予防食提

　供など、普及促進を目的とした活動を行

　います。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎ ０２９１－３４－６２００

◇コメンテーター：なめがた大使　小澤英明氏

◇鹿島アントラーズ選手写真展

◇鹿島アントラーズ選手握手会（午前９時～午前９時 30 分）

応援グッズ：スティックバルーンプレゼント

※会場内での飲食はできません。

参　　　　　　加　　　　　　　費：無料（会場の都合上、先着 500 名とさせていただき

　　　　　ます。）

申込方法：事前に行方市ホームページ（ URL http://www.city.namegata.ibaraki.jp/）の専

　　　　　用フォーム、又は下記まで電話でお申し込みください。

問・申 スポーツ振興課（北浦運動場）☎０２９１－３５－２１２０

　

期　　日　７月 23 日（水）・24 日（木）の２日間

時　　間　午前９時～午後 3 時 30 分

場　　所　鹿行広域事務組合消防本部会議室

　　　　　（鉾田市安房 1418-15）

　　　　　☎ 0291-34-7119

定　　員　70 名

受付期間　６月１日（日）～６月 30 日（月）

※ただし締切日前であっても、定員になり次

　第締め切ります。

　 電話番号 住所

消防本部予防課 0291-34-7119 鉾田市安房1418-15

行方消防署 0291-35-0119 小幡 1101-38

麻生出張所 0299-80-6119 麻生 3339-1

玉造出張所 0299-36-2799 浜 102－2

○申請書は、ホームページからもダウンロードで

　きます。

URL http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/kousyuu

甲種防火管理（新規）講習実施案内

全国金魚すくい選手権大会北関東大会
～第６回なめがた金魚すくいまつり～

　参加費無料。どなたでも参加できます。金

魚をたくさんすくって、目指せ全国大会！

◆期　日：6 月 29 日（日）※小雨決行

◆時　間：午前 8 時 30 分から受付開始

　　　　　午前 9 時から予選会

◆場　所：霞ケ浦ふれあいランド虹の塔下

◆参加費：無料

※詳細は行方市観光協会ホームページをご

　覧ください。
問 行方市観光協会 ☎０２９９－５５－１２２１

みんなで応援

しよう！！

　特別徴収とは、事業主が毎月の給与を従業

員に支払う際に税金を天引きし、市町村に納

める制度です。

　地方税法上、所得税を源泉徴収している事

業主は、アルバイト等を含むすべての従業員

から個人住民税を特別徴収する必要があり

ます。

　茨城県及び県内全市町村では、納税者間の

公平性、納税者の利便性等の確保を図るた

め、平成 27 年度から、特別徴収実施を徹底

する取り組みを行いますので、ご理解・ご協

力をお願いします。
問 税務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

個人住民税特別徴収
（給与天引き）の徹底について

2014. 6.15（日）

「コートジボワール」対「日本」

開　　場：午前９時
オープニングセレモニー：午前９時 30 分
キックオフ：午前 10 時
実施場所：行方市文化会館

パブリックビューイング
in なめがた

2014FIFA ワールドカップブラジル平成 26 年度鹿行地域看護職
再就業支援事業スタート

　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。

献血のお知らせ

◇行方市役所　玉造庁舎

６月 13 日（金）

〈午前〉9:30 ～ 11:45〈午後〉13:00 ～ 14:00

◇カインズホーム玉造店

６月 30 日（月）

〈午前〉10:00 ～ 12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00

◇セイミヤモール麻生店

７月８日（火）

〈午前〉10:00 ～ 13:00〈午後〉14:00 ～ 15:30

※協力：麻生創生会

◇麻生保健センター

７月８日（火）

〈午前〉10:00 ～ 12:00〈午後〉13:00 ～ 15:30

※協力：麻生創生会

◇行方市役所　北浦庁舎

７月 18 日（金）

〈午前〉9:30 ～ 12:00〈午後〉13:00 ～ 15:30

問 健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎ ０２９１－３４－６２００

　皆さんが「おいしく食べ

ていつまでも健康でいられ

るように」健康フォーラム

を開催します。

内　　容　健康フォーラム

　　　　　「タニタの社員食堂に学ぶ

　　　　　～ 500kcal まんぷく定食のコツ」

日　　時　６月 29 日（日）

　　　　　午後２時～午後４時 15 分

場　　所　茨城県立健康プラザ

　　　　　（水戸市笠原町 993-2）

募集人数　120 人（先着申し込み順）

　　　　　※事前の申し込みが必要です。

参　　　　　加　　　　　　費　無料

問・申 茨城県保険医協会

   ☎ 029-823-7930　 FAX 029-822-1341

　 E-mail  info@ibaho.jp

健康フォーラム
「タニタの社員食堂に学ぶ」

小澤英明氏



婚活ナビ☆パーティー情報☆
なめがたキラリ☆男塾　開講

　世間では「草食系」、「肉食系」、「絶食系」
などの「○○系男子」という言葉をよく耳
にしますが、人の好みはそれぞれ。それなら、
優しくもあり、たくましくもあり ･･･ 人間
的に魅力ある男性、新しく「なめがた男子」っ
ていう言葉を作りませんか。
対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　　行方市在住の独身男性。ただし、
　　　　　　　　　①真剣に 1 年以内に結婚をしたいと
　　　　　　　　　考えていること、②結婚をしても
　　　　　　　　　行方市に住み続けること、③継続し
　　　　　　　　　て働いていること（安定した収入）
　　　　　　　　　などの条件があります。
内　　　　容　　7 月下旬から始まる年 5 回の定期
　　　　　　　　的なセミナー（コミュニケーション力
　　　　　　　　向上、里山や水辺を楽しむ達人によ
　　　　　　　　る講習）などの受講。また、塾生は
　　　　　　　　ふれあいパーティーへ優先的に参加で
　　　　　　　　きます。
受付期間　　 6/23（月）～ 7/4（金）
問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①６月 21 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）

②６月 26 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

③６月 28 日（土）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

　　　　　　行方地区事務局（田上）090-1059-1747

（一社）いばらき出会いサポートセンター共催
7/4（金）　出逢いはお見合いパーティーで
　　　　　　　　　　　　　見つけ NIGHT!!
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　ホテルレイクビュー水戸（水戸市）
対 象 者　女性のみ募集
　　　　　　　25 ～ 45 歳の独身者　25 名
会　　費　女性 2,000 円
受付期間　6/4（水）～ 6/18（水）

7/11（金）　婚活☆ DJ ナイト
パーティー前に希望者のみ無料でヘアメイクが体験できます！
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸（水戸市）
対 象 者　30 ～ 43 歳の独身者　各 18 名
会　　費　男性 5,800 円　女性 3,800 円
受付期限　6/19（木）まで
問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　☎ ０２９－２２４－８８８８
　 URL http://www.ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.
　　　　jp/ibaraki-dsc/

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）

〒311-1704　行方市山田 2175
☎ ０２９１－３５－２１２０　 FAX  ０２９１－３５－３８５４

○第９回行方市民総合スポーツ大会○
期　　日　７月６日（日）

　　　　　集　合：午前８時

　　　　　開　会：午前８時 30 分

　　　　　（雨天時室内競技のみ実施）

種　　目

１．ママさんバレーボール ７．バドミントン 

２．ソフトボール ８．剣道

３．バスケットボール一般男子 ９．卓球

４．バスケットボール一般女子 10．セーリング

５．ソフトテニス 11．ハンドボール

６．テニス

参加資格　行方市居住あるいは勤務する者

競技方法　競技の方法等については、スポー

　　　　　ツ振興課（北浦運動場内）にお

　　　　　問い合わせください。

参　　　　　加　　　　　　費　競技により異なります。

申込締切　６月 13 日（金）

※競技会場・集合時間・参加費等詳細につ

　いては、要項にてご確認ください。

申込方法　北浦・麻生・玉造の各運動場に申

　　　　　込用紙がありますので、必要事

　　　　　項を記入の上、スポーツ振興課

　　　　　へお申し込みください（申し込

　　　　　みは FAX でも構いません）。

○行方市ゴルフ教室○
期　　日　６月29日～８月3日の日曜日

　　　　　（計６日間）　※予備日８月10日

時　　間　午後1 時 30 分～午後 4 時

　　　　　（別途ハーフラウンドは午後６時 30

　　　　　分頃終了予定）

会　　場　ノースショア CC　北浦コース

　　　　　（受付：同コース練習場）

参加資格　市内在住在勤者に限定

　　　　　（男女問わず。小学生以上・初心者可）

参　　　　　加　　　　　　費　４，０００円（傷害保険料を含む）

　　　　　※入校時徴収（小・中学生も同じ）

募集人数　５０名（定員になり次第締め切り）

募集期間　６月1日（日）～６月24 日（火）

申込方法　下記まで電話又は FAX でお申し込

　　　　　みください。

実施内容　難波プロﾜﾝﾎ ｲ゚ﾝﾄﾚｯｽﾝ・打放し・ア

　　　　　プローチ・パター・バンカーショット・

　　　　　ラウンドレッスン他

※使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持参願

　います。レンタルは無し。

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　プール監視員募集

期　　間　プール一般開放期間

　　　　　（予定：７月中旬～９月中旬）

時　　間　午前８時 30 分～午後７時

　　　　　勤務日及び勤務時間については

　　　　　要相談

内　　容　プール監視及び施設管理業務

時　　給　720 円

募集人数　10 名程度

募集資格　16 歳～ 30 歳の健康な方（学生可）

申込方法　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターへ履歴

　　　　　書を持参してください。後日、面

　　　　　接を行います。

募集締切　６月 20 日（金）

　　　　　※毎週月曜日は休館日

受付時間　午前８時 30 分～午後５時

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

行方市玉造甲 3185 ☎０２９９－５５－３２１１

　小児の成長に関する講演会を次の通り行

います。お子様の成長や神経の発達に関する

専門医による講演です。

　低身長や発達の遅れなどでご心配がある

方はぜひご参加ください。

期　　日　７月５日（土）午後１時 15 分～

場　　所　神栖市保健・福祉会館２F

　　　　　（神栖市溝口 1746-1）

○演題１（午後１時 15 分～午後１時 45 分）

　「原因特定可能な小児低身長は改善できる

　可能性がある」

○演題２（午後１時 50 分～午後２時 50 分）

　「小児の神経学的発達と発達障害について」

○無料相談会（午後３時 15 分～）

募集人数　講演会 60 名　無料相談会 12 組

申込方法　お名前と、無料相談会の参加希望

　　　　　の有無を記入の上、電話又はメー

　　　　　ルにて下記までお申し込みくだ

　　　　　さい。

問・申 神栖済生会病院  医療連携室（担当 藤村）

　　　☎ ０２９９－９７－２１１１

　　　 E-mail  kodomonoseityou@gmail.com

こどもの成長に関する講演会

　霞ケ浦環境科学センターでは、６月環境月

間中に「環境月間イベント」を毎週土曜日に

開催します。子どもから大人まで、霞ヶ浦や

環境問題について学べる催しを盛りだくさ

んに用意してお待ちしています。

日　　時　６月７日、６月 14 日、６月 21 日、

　　　　　６月 28 日

　　　　　午前９時 30 分～午後３時

場　　所　茨城県霞ケ浦環境科学センター

　　　　　（土浦市沖宿町 1853）

催事内容

　・サイエンスラボ

　・湖上体験スクール特別版開催

　・研究室ポスターセッション

　・体験教室（勾玉作り、エコキャンドル、

　　浄水実験、コースター作り、釣り教室等）

　・筑波山地域ジオパーク紹介

　　（筑波山模型・砂絵作り、パネル展示）

　・各種講演

　・クイズラリー、研究室の一般公開等

入　　　　　場　　　　　料　無料

問  霞ケ浦環境科学センター環境活動推進課

   ☎０２９－８２８－０９６１　 FAX ０２９－８２８－０９６７

 URL http://www.kasumigaura.pref.ibaraki.jp/

「環境月間イベント」開催！

　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」

として勤務する税務職員（国家公務員）を

募集します。

受験資格

①平成 26 年４月 1 日において高校又は中等

教育学校を卒業した日の翌日から起算して３

年を経過していない者及び平成 27 年３月ま

でに高校又は中等教育学校卒業見込みの者

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度　高等学校卒業程度

申込方法等

【原則】インターネット申込

○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○６月 23 日（月）午前９時～７月２日（水）

　（受信有効）

【インターネット申込ができない場合】郵送又は持参

○第１次試験地を管轄する人事院各地方事務局に提出

○６月 23 日（月）～６月 26 日（木）（６月

　26 日（木）までの通信日付印有効）

試　　　　　験　　　　　日

　第１次試験日：９月７日（日）

　第２次試験日：10 月 16 日（木）～ 10 月

　24 日（金）のいずれか第１次試験合格通

　知書で指定する日時

問 ○インターネット申込に関して

　　人事院人材局試験課

　　☎０３－３５８１－５３１１（平日9：30～１７：００）

　○その他

　　関東信越国税局人事第二課試験係

　　☎ ０４８－６００－３１１１（平日8：30～１７：００）

平成 26 年度税務職員採用試験

　放送大学では、平成 26 年度第２学期（10

月入学）の学生を募集しています。

　放送大学はテレビ等の放送やインター

ネットを利用して授業を行う通信制の大学

です。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科

学など、幅広い分野を学べます。

　出願期間は８月 31 日まで。資料を無料で

差し上げています。下記までお気軽にご請求

ください。

問  放送大学茨城学習センター

　  ☎ ０２９－２２８－０６８３

放送大学 10 月生募集


