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市報　行方 　市長公室　秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 26 年 9 月 1 日　№ 90

観光イベント情報！

なめがた新選組まつり
【期　　日】９月 14日（日）
【時　　間】午前８時～午後６時
【参　　　　　加　　　　　　費】無料
【場　　所】霞ケ浦ふれあいランド
▼イベント
○第３回芹澤鴨杯「ちびっこチャンバラ大会」
○講演会「芹澤鴨最期の四日間」
○演劇公演「芹澤鴨中山道を行く」
○和装侍系音楽集団MYST ライブ
○北浦童太鼓演奏
○新選組ゆかりの地めぐりツアー　　ほか
★ 13 日（土）には 150 周年記念事業の報告
　会を予定しています。

観光帆引き船操業
【操　　　　　　業　　　　日】�９月６日（土）～ 12月７日（日）

までの毎週土・日（ただし、麻生
帆引き船の操業は 9 月は日曜の
みとなります）

【受付場所】
①麻生地区　�天王崎観光交流センターコテ

ラス内（麻生 419-1　☎ 080-
1129-1190）

②玉造地区　�道の駅たまつくり内観光帆引
き船受付所（玉造甲 1963-5　
☎080-8731-1772）

【乗船時刻】１便　13：30　２便　15：30
【料　　金】大人（高校生以上）2,000 円
　　　　　　小人（小・中学生）1,000 円
　　　　　　幼稚園以下　無料（※要保護者同伴）

西蓮寺　常
じょうぎょうざんまいえ

行三昧会
　行方市の無形民俗文化財に指定されてい

るこのお祭りは、1000 年以上の歴史を持ち、

西蓮寺の末寺や門徒寺の僧侶が常行堂に集

まり、7日 7夜、昼夜一刻の休みもなく堂内

を回りながら読経する大法要です。初日、中

日、末日には、境内で優雅な籠行列（練り行

列）が見られ、この法要は「仏立て」ともい

われています。

【期　　日】　９月24日（水）～９月30日（火）

○�籠行列は、9/24（初日）・9/27（中日）・

9/30（末日）の正午頃に行われます。

★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

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）

10/22（水）・10/23（木）
10/24（金）・10/25（土）

玉造地区
（各地区巡回）

11/14（金）・11/17（月）
11/18（火）・11/19（水）
11/20（木）・11/21（金）
11/22（土）

麻生地区
（各地区巡回）

11/26（水）・11/27（木）
11/28（金）・11/29（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。

＊�在留カード・国民健康保険被保険者証を持参

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）を各世帯ごとに郵

送しますので、ご確認の上持参ください。な

お、受診券が郵送されない等ご不明な点に

つきましては、お問い合わせください。

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎０２９１－３４－６２００

平成 26 年度
住民健診のお知らせ

　農業の実践力を養います。大学への編入資格も得られます。

■募集人員等

区分 学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース

学科

農学科 40名 高校等を卒業した者
又は平成 27年 3月
に卒業もしくは修了
見込みの者

２年 普通作・露地野菜・果樹

畜産学科 10名 ２年

園芸学科 30名 ２年 施設野菜・花き

研究科 10名
農業大学校卒又は短
大等卒以上もしくは
卒業見込みの者

２年 作物・園芸・畜産

■願書受付・入学試験

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法

推薦入試
（各学科）

平成 26年９月 30 日（火）～ 10月 15 日（水）平成26年10月24日（金）小論文・口述試験（個別面接）

一般入試
（各学科）

前期 平成 26年 11 月 12 日（水）～ 12月３日（水）平成26年12月12日（金）
筆記試験・口述試験（個別面接）

後期 平成 27年２月６日（金）～２月 25日（水） 平成 27 年３月６日（金）

研究科
一般入試

平成 26年 11 月 12 日（水）～ 12月３日（水）平成26年12月12日（金）筆記試験・口述試験（個別面接）

※詳細は、下記までお問い合わせください。

問・申�茨城県立農業大学校　入試事務局　〒 311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186
　　　☎０２９－２９２－００１０　 H P http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/

平成 27 年度  茨城県立農業大学校　学生募集

　平成 27 年４月採用予定の職員採用試験を

実施します。

■職種及び採用予定人員　一般事務　１名

■試　　　　　　験　　　　　日　第一次試験日　11月 30日（日）

■受験資格　�平成元年４月 2 日～平成９年

４月１日生まれの者　　　　

※詳しくは、募集要項を確認し

　てください。

■申込期間　�10月１日（水）～10月31日（金）

（10月 31 日必着）

■申　　　　　　込　　　　　書　�鹿行広域事務組合事務局に請

求してください。郵送で請求

する場合は、あて先を明記し

て 120 円切手を貼った返信用

封筒（角２サイズ）を必ず同

封してください。

■そ　　　　　　の　　　　　他　�詳しくは、鹿行広域事務組合

ホームページで募集要項を確

認してください。

問・申�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

������� H P http://rokkou-kouiki.jp/wp/

鹿行広域事務組合職員採用試験

◆認知症予防講演会◆

　認知症は誰にでも起こり得る、脳の病気

です。そのため、いつ自分や家族が認知症

になるか分かりません。

　今回、NPO 認知症予防サポートセンター

より講師をお招きし認知症とはどのような

病気なのか、どのようなことを日常生活の

中で心がければ、予防できるかなど認知症

についての理解を深めるため、講演会を開

催することになりました。ぜひ、皆さんで

お越しください。

期　　日　９月９日（火）

時　　間　午後１時 45分～午後３時 15分

　　　　　（受付：午後１時 30分～）

対　　象　一般（定員 100 名）

場　　所　�地域包括支援センター（玉造保健

センター内）

◆ 認知症予防「脳はつらつ教室」◆

　認知症の正しい知識を学び、認知症を予

防しましょう。

対　　象　65歳～ 80 歳の方（定員 20名）

期　　日　�①９月 30 日② 10 月７日③ 10 月

14 日 ④ 10 月 21 日 ⑤ 10 月 28

日（火曜日　全５回）

時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分

場　　所　�地域包括支援センター（玉造保健

センター内）

教室内容　�脳の健康診断、ウォーキングで

認知症予防

講　　師　�ＮＰＯ認知症予防サポートセン

ター　城�直美先生

持参する物　筆記用具、タオル、飲み物

申込締切　９月 22日（月）

■上記２講座のお申し込みは次のとおりです。

参　　　　　加　　　　　ひ費　無料　　※定員になり次第締切

申込方法　電話にてお申し込みください。

問・申�介護福祉課　地域包括支援センター
　　（玉造保健センター内）　☎0299-55-0114

　65 歳以上の高齢者を対象に、料金割引や

ポイント加算等の特典が受けられる高齢者

優待カード制度を 12 月から実施します。

　協賛店舗の募集を行いますので、ぜひ、ご

協力をお願いします。

　お申し込みは、茨城県長寿福祉課の専用

ホームページから９月上旬より登録ができ

ます。

▼協賛店舗になると

○�「高齢者に優しい店舗｣ としてイメージ

アップに！

○店舗情報が県のホームページ等に掲載

○協賛店舗の目印として、ステッカーを配付

※料金割引等の特典は協賛店が自由に設定

▼優待カードとは

○�提示することで料金割引等特典が受けら

れる

○カード裏面は緊急時の連絡用として活用

※詳しくは下記長寿福祉課のホームページ

　をご覧ください。

問・申�茨城県保健福祉部長寿福祉課
　　　☎ 029-301-3326

H P �http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/

kofuku/kofuku.htm

いばらき高齢者優待制度
協賛店舗募集

９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　９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

パソコン講座受講生募集

茨城空港「空の日」イベント 2014

　茨城空港内で「空の日」イベントを開催！

期　　日　９月 20日（土）

場　　所　茨城空港内

イベント内容

★�大洗マーチングバンドによるエプロン（駐

機場）での演奏会

★県内市町村のゆるキャラショー

★サイエンスショー「気球や飛行機のしくみ」

★麻薬探知犬によるデモンストレーション

★税関の業務紹介パネル展示

★地元市の物産販売　　　　など

　皆さま、ぜひご来場ください！

問�国土交通省東京航空局百里空港事務所

　�☎０２９９－５４－０６００



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

①９月 11日（木）19:00 ～ 21:00
　つくば山水亭（つくば市）
②９月 14日（日）13:30 ～ 16:30
　ホテルグランド東雲（つくば市）
③９月 20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）

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

10/10（金）　みんなでしゃべらないと！

時　　間　19：00 ～ 21：00

場　　所　まるや食堂�（水戸市）

対 象 者　20代の独身男女　各 15名

会　　費　男性 4,000 円　女性 3,000 円

受付期間　9/9（火）�～ 9/22（月）

10/25（土）　けいりん体験！

　　　　コンカツパーティー in とりで

時　　間　13：30 ～ 17：30

場　　所　茨城県自転車競技事務所（取手市）

対 象 者　28～ 38 歳の独身男女　各 15名

会　　費　未定

受付期間　9/26（金）�～ 10/9（木）

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/

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

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　表

○秋季バドミントン大会○
期　　日　10月19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、

又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

参　　　　　加　　　　　　費　一組　1,000円

※�参加費は当日各チーム（クラブ）ごとに一括し

てお支払いください。

申込方法　�下記までＦＡＸ又は直接お申し込み

ください。

申込締切　９月21日（日）

種　　目　男子ダブルス（上級・中級・初級）

　　　　　女子ダブルス（上級・中級・初級）

・対戦組合せは主催者に一任させていただきます。

・エントリーは自己申告制ですので、各チーム

　の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年生が上級、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。参加費は

　棄権してもお支払いください。

○秋の日帰り登山○
期　　日　10月 10 日（金）

対　　象　�市内に住所を有する

方

募集人員　40名

場　　所　安達太良山（福島県）

参　　　　　加　　　　　　費　１名　4,000 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　�9 月 1 日（月）～９月 30 日（火）

必着

※�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。

※�体力・健康に不安のある方は、ご遠慮願い

ます。

※�出発時間は午前 4時 30 分頃を予定していま

す。乗車場所等の詳細は参加者に後日連絡し

ます。

〈往復はがき�見開き記載例〉

○第２６回ふれあい
　ソフトバレーボール秋季大会○
期　　日　10月 26 日（日）
時　　間　午前８時 30分　開会
場　　所　北浦運動場体育館
参　　　　　加　　　　　　費　�１チーム　2,000 円（試合

当日に納入願います）
申込方法　申込用紙は各運動場にあります。
申込締切　10月 16 日（木）午後５時まで
種　　目
○�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１名）
○�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１名）
○�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（男女年齢制限なし）

障害者就職面接会

　仕事をお探しの障害者の方と、障害のある

方を採用したい事業主の方が一堂に会して

面接相談を行う障害者就職面接会を開催し

ます。

　面接会に参加を希望される方、採用をお考

えの事業主の方は、ハローワーク常陸鹿嶋へ

ご連絡ください。

日　　時　９月 24日（水）午後１時～

場　　所　鹿島セントラルホテル　新館

　　　　　（神栖市大野原 4-7-11）

※�履歴書（複数枚）、障害者手帳をお持ちく

ださい。

問・申�ハローワーク常陸鹿嶋
　　　☎０２９９－８３－２３１８

　霞ヶ浦博士を目指しませんか。成績優秀

者には副賞を贈呈！自然、歴史、文化、水

質など幅広く出題。２級までは三択問題、

過去問題集あり。

期　　日　11月９日（日）

場　　所　茨城県霞ヶ浦環境科学センター

　　　　　（土浦市沖宿町 1853）

対　　象

○ジュニア級（小学生まで）検定料 500 円

○３級（どなたでも）検定料 1,000 円

○２級（３級認定者）検定料 2,000 円

○１級（２級認定者）検定料 3,000 円

申込締切　10月 15 日（水）

申込方法　�はがき、FAX 又はメールで下記ま

でお申し込みください（詳細は

お問い合わせください）。
問・申�一般社団法人　霞ケ浦市民協会
〒 300-0043 土浦市中央 2-2-16 土浦商工会館１階

　　　☎ 029-821-0552（火・木・金 10:00 ～ 15:00）

　　　 FAX 029-821-6209
　　　 E-mail kcajimukyoku@dream.com

第６回　霞ヶ浦検定

区分番号 名称 メーカー 型式
見積金額

（円）

公売保証金

（円）

26-1 熊の置物 500 100

26-2 火鉢（真ちゅう） 3,000 300

26-3 置き炬燵 1,000 100

26-4 炭火アイロン 1,000 100

26-5 DC コンバーター CELLSTAR DC512 3,000 300

26-6 フードシーラー SANYO Z ｰ FS110 1,000 100

26-7 古紙幣セット 1,000 100

26-8 エンジンチェーンソー スチール MS170C 8,000 800

26-9 刈払機 ECHO CT24TE 6,000 600

26-10 大型火鉢 木製 10,000 1,000

26-11 茶道具一式 5,000 500

26-12 帆船模型 1,000 100

26-13 カーナビ GORILLA パナソニック CN-GP700FVD 5,000 500

26-14 墨・すずりセット 1,000 100

▼方　　法　インターネットによるせり売り（ヤフーオークション）

▼申込期間　９月 25日（木）午後１時～ 10月９日（木）午後 11時

※入札に参加するためには、上記の申込期間内にインターネット公売申し込み手続きを行う

　必要があります。

▼入札期間　10月 17 日（金）午後１時～ 10月 19 日（日）午後 11時

▼下　　　　　見　　　　　会　９月 26日（金）午前 10時～午後３時

▼場　　所　麻生庁舎内ロビー

※詳しくは、市ホームページ又は市役所各庁舎に備え付けの公売広報でご確認ください。

問�収納対策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

Yahoo! インターネット公売のお知らせ

　鹿行地域の水道資源でもある北浦を眺め

ながら一緒に歩いてみませんか。たくさん

の方々の参加をお待ちしています。

期　　日　10月 19 日（日）

時　　間　午前８時 30分～正午

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）

内　　容　ウォーキング（湖岸、鹿島神宮）

　バスで湖岸へ移動し、ゴミ拾いをしなが

ら、北浦湖岸からまちづくり市民センター

まで６km程度歩きます。

　※鹿島神宮の境内も歩きます。

申込締切　９月 30日（火）

申込方法　�電話、FAX 又はメールで下記まで

お申し込みください（詳細はお

問い合わせください）。

問・申�北浦水質レスキュー隊連絡会議
　　　☎ 0291-33-6056 FAX 0291-33-5638
　　　 E-mail rokkose02@pref.ibaraki.lg.jp

第12回たすきで繋ぐ
北浦一周ウォーキング

茨城県マリッジサポート鹿行地域活動協議会主催

9/21（日）　納涼天王崎パーティー

時　　間　12：30 ～ 16：00

場　　所　天王崎観光交流センター「コテラス」

対 象 者　年齢フリー独身女性　20名

会　　費　1,000 円

受付期限　9/12（金）

問・申�茨城県マリッジサポート鹿行地域活動協議会

　　　（井上）☎０９０－２６６５－１９１６（9:00～17:00）


