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　コテラス砂浜・中庭遊具
　　　　　　　　　貸し出します
　砂遊びセットやサッカーボール、水鉄砲、

バドミントンなど、砂浜や中庭で遊べる遊具

の貸し出しをします。

◆貸出期間　７月 19 日（土）～

※夏休み期間が終わっても、土・日・祝日は

　貸し出しを行います。

◆貸出場所　コテラス１階受付

◆貸出時間　午前 10 時～午後６時

◆貸出方法　貸出名簿に、名前・連絡先・貸

　　　　　　し出し遊具名・個数を記入して

　　　　　　いただきます。

コテラス屋外ステージ・テラスで、
演奏やダンスをしてくださる方募集！！
　霞ヶ浦を眺めることができる屋外ステージ・

テラスで、演奏やダンスをしてみませんか。

◆募集内容　�土・日・祝日を中心に演奏やダ

ンスをしてくださる方

◆時　　間　午前 10 時～午後７時 30 分ま

　　　　　　でのご都合の良い時間

問・申 天王崎観光交流センターコテラス

　　　☎ 0299-80-6622　 FAX 0299-72-0833

なめがた　夏のイベント情報！

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（ひらが

なで作品の読み方も記載）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】hyougo2014@tk.hoppou.go.jp

申込締切　 ９月 30 日（火）（当日消印有効。

当日到着メール有効）

問 独立行政法人北方領土問題対策協会

　 業務グループ調整担当　☎ 03-3843-3630

北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

なめがた地域総合病院

「健康相談コーナー」が開設されました
～なんでもお尋ねください～

　平成 26 年７月からなめがた地域総合病院

の看護師による健康相談コーナーが開設さ

れました。

日　時　毎週火曜日　午後３時～４時 30 分

場　所　なめがた地域総合病院

　　　　　　　　　正面玄関入口付近

内　容　健康面で気になる症状

　　　　食事や生活のこと

　　　　介護方法のコツ　など

参加費　無料

問 なめがた地域総合病院　看護部

　 ☎０２９９－５６－０６００

～乳がん・子宮（頸部）がん・骨粗しょう症～女性のための検診のお知らせ

期　日 会　場

11 月４日（火）、５日（水）
　　 ６日（木）、７日（金）
　　 ８日（土）

北浦保健センター
（住んでいる地域に関係なく申し込みできます）

検診項目 対象者 負担金 内　容　等

乳がん

超音波検査 25 歳～ 59 歳 500 円

X 線検査

（マンモグラフィ）
40 歳以上 500 円

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 500 円 子宮頸部の細胞診

骨粗しょう症
20 歳～ 70 歳

※女性で５歳毎
700 円

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

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　区長さんを通して各戸配布しました女性のための検診チラシに付いている申込は

がきにご記入の上、個人情報保護シールを貼り、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。※９月 19 日（金）必着

※漏れ者検診のため、検診会場は北浦保健センター１カ所のみとさせていただきます。ご了承ください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）☎ 0291-34-6200

１. 期日及び会場

２. 検診内容 ※年齢は平成 27 年 3 月 31 日現在

※骨粗しょう症検診は○印のみ同時実施

○

　８月度、受講生受付中です。

（パソコン・インターネット困

り事相談）

期　　日　８月 19 日・26 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

パソコン講座受講生募集

　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。

◇ベイシア玉造店
８月 18 日（月）

〈午前〉10:00 ～ 12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00

◇カインズホーム玉造店
９月５日（金）

〈午前〉10:00 ～ 12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00

問 健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎ ０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

　市では、火災や大規模災害発生時等の際

に防災無線放送を行っていますが、気象状

況などが障害となり、聞き取りにくい場合

があります。そのため、聞き取れなかった

方のために、放送内容を電話音声で案内す

るサービスを行っています。

　放送が聞き取れなかった際には、次の番

号にお電話ください。

防災行政無線テレフォンサービス

0299-72-1144
問 総務課（麻生庁舎）　☎ 0299-72-0811

防災行政無線テレフォンサービス
の活用について

　今年度にまだ検診を受けていない方が対象です（４月・５月の集団検診及び市の医療機関検診
を受けられた方は申し込みできません）。※年１回の助成になります。

なめがた地域総合病院

第２回健康教室「救急救命を学ぼう！」
～どなたでも参加できます。お気軽にお越しください～

　もし倒れている人を発見したら、あなた

は救命処置の一歩を踏み出せますか？心臓

マッサージ・ＡＥＤは聞いたことがあるけ

ど…よくわからない…

　一緒に学んで、みんなで命を守りましょう。

講　師　ＣＰＲ（心肺蘇生）ワーキンググループ

日　時　８月 16 日（土）　午前 10 時～ 11 時

場　所　なめがた地域総合病院　３階会議室

参加費　無料

　「笑いと糖尿病の研究」で有名な講師を迎

え、楽しく学び、ひとりひとりができる糖

尿病対策を考えましょう。

期　　日　８月 27 日（水）

時　　間　午後１時 30 分～午後３時

場　　所　北浦保健センター

内　　容　糖尿病予防講演会

　　　　　～笑い飛ばそう糖尿病～

　　　　　　楽しく学び、私にできる事を

　　　　　　考える

講　　師　訪問看護ステーション　らふえる

　　　　　管理者　医学博士　林啓子氏

対　　象　どなたでも参加できます

参加方法　下記までお電話でお申し込みく

　　　　　ださい。

申込締切　８月 15 日（金）

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎０２９１－３４－６２００

糖尿病予防講演会
～笑い飛ばそう糖尿病～

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　茨城県立歴史館と水戸市大串貝塚ふれあ

い公園で歴史と文化財を巡り、めんたいパー

クで舌つづみ。

期　　日　９月 17 日（水）

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　先着 30 名

参　　　加　　　費　1,500 円

申込締切　８月 29 日（金）

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・生年月日
※すべて記入のこと

〒 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

○

化蘇沼稲荷神社例大祭

　豊作を祈願す

る 奉 納 相 撲 や、

当番地区の女子

児童による巫女

舞 が 奉 納 さ れ、

雅楽の調べにのせた古式ゆかしい舞が披露

されます。

　皆さま、ぜひご来場ください。

◆期　　日　８月 25 日（月）

◆時　　間　奉納相撲　　午前９時 30 分～

　　　　　　巫女舞披露　午前 11 時 30 分～

問 行方市観光協会　☎ 0299-55-1221



婚活ナビ☆パーティー情報☆

なめがた版　婚活 No. ２
なめがたキラリ☆男塾　塾生随時受付中 ！
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　　 年 5 回 の 定 期 的 なセミナーなどの

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。

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
①８月 16 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

②８月 17 日（日）14:30 ～ 16:30

　イーアスつくば（つくば市）

③８月 21 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

　　　　　　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主催

8/29（金）　夏だ！ビールだ！
　　　　　　　ビアガーデンdeパーティー !!
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　カシマサッカースタジアム
　　　　　　　　　ビアガーデン （鹿嶋市）
対 象 者　30 代の独身者　各 15 名
会　　費　男性 5,500 円　女性 4,000 円
受付期限　8/12（火）

9/25（木）　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　25 ～ 35 歳の独身者　各 15 名
会　　費　男性 1,000 円　女性 1,000 円
受付期間　8/25（月）～ 9/8（月）
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/

なめがた版　婚活 No. ３
恋の打ち上げ華火 2014
時　　　　間　　18：00 ～ 21：30 予定

場　　　　所　　潮来ホテル（潮来市）

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　　30 歳～ 40 歳の独身者　15 名

会　　　　費　　男性　4,000 円　女性　2,500 円（食事付き）

受付期限　　�８／６ （水）

問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

 8/23
  （土）

　行方市下水道排水設備指定工事店及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 （水）午後１時 30 分～

試験会場　ホテル　グランド東雲（つくば市小野崎 488-1）　　　申込締切　8月15日（金）

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

○行方市民ゴルフ大会○
期　　日　９月25 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。

場　　所　ノースショアカントリークラブ

応募資格　市内在住在勤者

人　　数　先着 200 名（50 組）

参　　　加　　　費　参加料　3,000 円

　　　　　プレー料金　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 3,240 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（金）

　　　　　　　　～９月５日（金）

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

○第１３回行方市民テニス大会○
期　　日　９月 28 日（日）

　　　　　※雨天時 10 月５日（日）

時　　間　午前９時集合受付

場　　所　北浦運動場テニスコート

応募資格　�市内在住在勤者、もしくは市内

のクラブ等に所属している者

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

参　　　加　　　費　１人 500 円（当日徴収）

申込方法　 氏名・住所・電話番号・勤務先・所属

クラブ等を電話または FAX にてお

申し込みください。なお、当日のお

申し込みも受け付けますので奮って

ご参加ください。

○行方市親善卓球大会○
期　　日　９月28 日（日）

時　　間　開会式　午前８時 20 分～

場　　所　麻生運動場体育館

種　　目　小学生シングルス

　　　　　中学生男女別シングルス・団体戦

　　　　　一般男女別シングルス・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）

参　　　加　　　費　１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４日（木）

有機肥料で安全で安心な農業を

有機肥料を使用してみませんか

 この肥料は、し尿・浄化槽汚泥及び牛・豚

家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭による

優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・牛豚混

合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受けてい

ます。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
　　　　　　　　　　　（無料で散布します）
主要作物　玉ねぎ・ゴボウ・里芋・飼料作物・

ハス田　他

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
　　　　　　　　　　　（有料で販売します）
家庭菜園、プランター、庭木等に最適です。

15kg 袋詰　　　２００円

バラ売り　１kg 当たり　１０円

問　行方市玉造有機肥料供給センター

　 （玉造甲 6497 番地 3）

　 ☎ ０２９９－３６－２４１１

　 FAX  ０２９９－３６－２９１１

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平均
的な測定値）
○窒素全量　　　1.3g ／ kg
○リン酸全量　　0.4g ／ kg
○カリ全量　　　0.8g ／ kg
○炭素窒素比　　2.7
※ g ／ kg は現物あたりの重量
　を表します。

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平均
的な測定値）
○窒素全量　　 10.0g ／ kg
○リン酸全量　　9.7g ／ kg
○カリ全量　　　5.7g ／ kg
○炭素窒素比　　14
※ g ／ kg は現物あたりの重量
　を表します。

　霞ヶ浦の公園などを巡り、霞ヶ浦の「川

の通信簿」を作ります。

　参加者の皆さんにご採点いただく「川の

通信簿」は、国土交通省において、これか

らの霞ヶ浦の保全や整備を考える為の重要

な資料となります。以下の通り採点者を募

集します。

期　　日　８月 26 日（火）・27 日（水）

時　　間　午前 10 時～午後５時

対　　象　どなたでも応募できます。

　　　　　（小学生以下は保護者同伴）

場　　所　霞ヶ浦周辺

　　　　　（バスで移動しながら採点）

集合・解散場所

８月 26 日（火）･･･ 国土交通省関東地方整備

　　　　　　　　　局霞ヶ浦河川事務所

８月 27 日（水）･･･ 霞ヶ浦総合公園駐車場

募集人員　各回 20 人先着順（26 日、27 日の

　　　　　両日参加も可能です）

参　　　加　　　費　無料

申込方法　 電話または FAX（住所、氏名、連

絡先、人数を記入）にて下記ま

でお申し込みください。

申込締切　８月８日（金）午後５時 15 分まで

問・申 国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦河川

　　　事務所調査課

　　　☎ 0299-63-2415 FAX 0299-63-2495

みんなでつける霞ヶ浦の通信簿

　視覚に障害のある方の見えにくさを補う

ための補助具（レンズや拡大読書器など）

を展示したり、相談会を行います。小さな

お子様や保護者の方だけでなく、成人の方

や関係機関からの参加もお受けしています。

　相談は無料です。

期　　日　８月 26 日（火）

時　　間　午前 11 時～午後３時

場　　所　 鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）

申込方法　 下記まで電話、FAX、メールでお

申し込みください。

問・申 茨城県立盲学校　地域支援部

　　☎ 029-221-3388　 FAX 029-225-4328

　　 E-mail shien@ibaraki-sb.ed.jp

茨城県立盲学校
地域巡回教育相談会

　鹿行地区で文化財保護活動をしている鹿

行文化財保護連絡協議会と鹿行文化研究会

が主催で講演会を開催いたします。

期　　日　9 月 7 日 ( 日 )

時　　間　午後２時～

場　　所　 神栖市平泉コミュニティセン

ター　多目的ホール

　　　　　（神栖市平泉 2751-2）

講演内容　利根川水運がもたらした文化

　　　　　講　師　千葉県立中央博物館

　　　　　　　　　　　　内田 龍哉先生

入　　　　　場　　　　　料　無料

申込方法　 下記まで電話でお申し込みくだ

さい（先着 150 名）。

問・申 神栖市教育委員会 文化スポーツ課

　　　☎０４７９－４４－６４９６

平成26年度 鹿行地方歴史講演会


