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　成人の日の意義を考え未来

への門出を祝う、平成 27 年

行方市成人式を挙行する運び

となりましたので、ご案内申

し上げます。

期　　日　１月 11日（日）

時　　間

　○受　　付　午前９時～

　○式　　典　午前 10時～

　○アトラクション　午前 11時～予定

　○記念撮影　正午～予定

会　　場　行方市文化会館（山田 2175）

※�対象となる方へは、昨年 11 月にご案内の

ハガキを郵送しています。詳しくは下記ま

でお問い合わせください。

問�生涯学習課（北浦公民館内）
　　☎０２９１－３５－２９０８

平成 27 年行方市成人式のご案内

児童扶養手当と公的年金併給調整
の見直しについて

毎日通学できない方でも学べる通信制（単位制）！

受付期間

■一般入学（新入学）

　３月11日（水）～３月23日（月）（ただし、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

　３月６日（金）～３月11日（水）（ただし、土・

日を除く午前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

学校を卒業又は平成 27 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

に住所を有する者又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（一般、編入の場合郵送不可）。

　願書書類の交付は、平成 27 年１月 13 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

話番号及び「通信制○○入学書類請求」（○

○は『一般』、『編』、又は『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 27 年度　生徒募集

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な

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 27 年２月末までにお申し込みいただ

くと、平成 27 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

パソコン・インターネット
困りごと無料相談会

　パソコンの使い方・インターネットのつ

なげ方等、困りごと解決方法の相談無料

期　　日　１月 20日（火）

時　　間　午後６時～午後９時

資料代等　2,000 円

後　　援　行方市

※事前に電話での申し込みが必要です。

問・申�一般社団法人　行方幕府
　　　〒311-1724行方市小貫30-2

　　　☎０２９１－３５－４３２１

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　ヤクルト工場見学と、地上 120mの牛久大

仏を参拝します。

期　　日　３月４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　１月 31日（土）

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

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）

郵便番号
住所
氏名
電話番号

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏

（宛　先）

（申込者） （申込者）

※すべて記入のこと

期　　日　１月 25日（日）

【１　部】　音楽のおくりもの

　　　　　ファミリー＆フリーエイジコンサート

　　　　　開場 9：00　開演 10：00

○�赤ちゃんからお年寄りまで

幅広い年齢層で誰でも音楽

が楽しめるコンサートをお

楽しみください。

【２　部】　おもしろ落語鑑賞会

　　　　　開場 13：40

　　　　　オープニング14：00

　　　　　開演 14：30

○�落語は、時代や暮らしが大き

く変わろうとも「噺（はなし）」の中に登

場するさまざまな人々の「泣き・笑い・怒

る」は現代に生きる私たちにとっても共感

を呼び、明日を生きる気力を生むものと

信じています。ココロに訴えかける話芸

「古典落語」・「新作落語」・パフォーマンス

ショーをお届けします。話芸と芸能のコラ

ボをお楽しみください。

会　　場　行方市文化会館（山田 2175）

問�生涯学習課（北浦公民館内）
　�☎０２９１－３５－２９０８

行方市芸術鑑賞のつどい

　12 月１日からの改正により、公的年金を

受給した場合にその額が児童扶養手当額に

満たない時は、その差額を受給できるように

なりました。

　該当する方は、手続きが必要ですので、こ

ども福祉課へお問い合わせください。

問�こども福祉課（玉造庁舎）
　�☎０２９９－５５－０１１１

　放送大学では、平成 27 年度第１学期（４

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３月 20 日（金）まで。資料を

無料で差し上げています。お気軽に下記ま

でご請求ください。

問�放送大学茨城学習センター
　〒310-0056水戸市文京2-1-1（茨城大学構内）

　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　４月生募集

　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８３４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８１１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

８０６円

④各種商品小売業：時間額７８０円

効力発生日　いずれも平成２６年１２月３１日
問�茨城労働局賃金室　☎０２９－２２４－６２１６
　��又は最寄りの労働基準監督署

茨城県の特定最低賃金改正
～もうチェックした？最低賃金！使用者も労働者も。～

　水戸地方法務局では、２月２日（月）か

ら登記に関する相談を事前予約によりお受

けするサービスを実施することといたしま

した。

　これまでは、登記相談が重複した際、皆

さまにお待ちいただいておりましたが、事

前予約サービスの実施により、皆さまの待

ち時間の解消が図られ、ご利用しやすくな

ります。

　なお、数多くの相談をお受けするため、相

談時間はお一人様 20 分とさせていただきま

すので、あらかじめご承知おき願います。

　詳しくは最寄りの法務局にお問い合わせ

ください。

問�水戸地方法務局鹿嶋支局
　�☎０２９９－８３－６０００

登記相談の事前予約サービス
の実施について

　この月間運動は、相続登記に関する相談

を各司法書士事務所において無料で実施す

るものです。

期　　間　�平成27年２月の１カ月間（土・日・

祝日を除く）

相談内容　相続登記に関する相談

受付及び実施場所　県内の各司法書士事務所

※�お申し込みは各司法書士事務所までお願

いします（要事前予約）。相談は無料です。

問�茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

「相続登記はお済みですか月間」

　茨城県では、女性の視点を取り入れ、県
民参加の開かれた広報活動を推進するため、
「いばらき女性特派員」を募集します。
活動内容
○�県の主要事業や施設などを取材し、その
内容を広報紙で発表
○�ツイッターで本件の情報を積極的に発信
（週２～３日程度）など
任　　期　�平成 27 年４月上旬～平成 28 年

３月 31 日までの約１年間
募集人員　４人
応募資格
○�茨城県在住の平成 27 年４月１日現在で満
20歳以上の女性
○公務員や議会の議員でない方
○�取材先の要望する日時に応じて取材でき
る方（平日の日中の取材が主）
○�自分で取材先に移動できる方（県内全域
が取材範囲）
応募締切　２月 13日（金）※当日消印・送信有効

※応募方法についてはお問い合わせください。
問・申�茨城県広報広聴課　県民広報グループ
　　　☎０２９－３０１－２１２８

平成 27 年度
いばらき女性特派員募集！



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

①１月 18日（日）14:30 ～ 17:00

　イーアスつくば（つくば市）

②１月 22日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

③１月 24日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

④１月 25日（日）11:30 ～ 15:30

　筑波ハム（つくば市）※ランチ付き

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

講演会
「親だからできること

～親の立場から『婚活』を考える～」
　地域におけるおせっかい役が見られなくなってき

た昨今、子の幸せを願い、子の結婚に関心があっ

てもうまく働きかけができなかったり、誰にも相

談できないという親御さんは多いと思います。

　そこで、親御さんが抱える悩みや現代の若者の

結婚事情を考える機会として、全国各地の結婚

問題に携わっている板本洋子氏を講師として招

き、次のとおり講演会を開催します。親だからこ

そできることについて一緒に考えてみませんか。

講　　　　師　　�NPO 法人全国地域結婚支援セン

ター代表　板本洋子氏

日　　　　時　　2月 28 日（土）

　　　　　　　　　　14：00 ～ 16：00

場　　　　所　　レイクエコー

参　　　　　　　　　　加　　　　　　　　　　　費　　無料

対　　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　　者　　�独身の子を持つ親、結婚支援に関

心がある方

申込方法　　�氏名・住所・電話番号を、電話

又は FAXにて、下記までお申し込

みください。

申込期限　　2月 20 日（金）

問・申�企画政策課（麻生庁舎）
　　☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

　水郷地区の美術向上を目的として美術展を

開催します。募集部門は４部門となりますの

で、皆さまのご応募をお待ちしております。

主　　催　行方市・潮来市

開催期間　�２月 18 日（水）～２月 22日（日）

午前９時～午後５時（最終日は

午後３時まで）

会　　場　北浦公民館

搬入期日　２月 16日（月）午前 10時～正午

部　　門

◇第１部門　絵画　40号以内

◇第２部門　書道　縦 2.12 ｍ（７尺）、

　　　　　　　　　横 1.52 ｍ（５尺）以内

◇第３部門　写真　�半切～全紙（高校生は

四切可）

◇第４部門　陶芸　�縦・横・高さ１ｍ（3.3 尺）

以内

出　　　　　品　　　　　者　�水郷美術家協会に属する方及び行

方市・潮来市に在住・在勤で、出

品部門の作品を深く愛好する高校

生以上の方

出　　　　　品　　　　　料　1,000 円（高校生は無料）

表　　　　　彰　　　　　式　２月 22日（日）午後１時 30分～

申込方法　�申込書（様式第１号）を行方市

生涯学習課（北浦公民館内）又は、

麻生・玉造公民館へ提出してく

ださい。また専門部の出品に関

しては各部門内で取りまとめ提

出してください。

　　　　　※�申込書及び要項・出品票は各

公民館に置いてあります。行

方市ホームページからもダウ

ンロードできます。

申込締切　１月 20日（火）

問・申�第９回水郷美術展覧会事務局
　　��生涯学習課（北浦公民館内）

　　��☎０２９１－３５－２９０８

第９回水郷美術展覧会の作品募集 各種スポーツ大会・教室参加者募集
○スキー教室○

期　　日　２月13日（金）14日（土）15日（日）

集合・出発時間　13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　�市内在住在勤者（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

参　　　　　加　　　　　費　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

納入してください）

その他の費用　�昼食代２回及び夕食代１回、

レンタルスキー料金２日で約

6,000円が個人負担になります。

申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話番号、

勤務先（学校名）、スキー板の有

無（レンタル希望の方は、スキー

場でのレンタルとなります）を明

記して下記へ電話

又は FAXでお申し

込みください。

申込締切　�１月 30 日（金）

期日厳守

○北浦杯卓球大会○
期　　日　２月 15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

参　　　　　加　　　　　費　小学生：無料

　　　　　中学生：シングルス１人 200円

　　　　　　　　���（当日徴収）

申込締切　２月４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）。

○第９回行方市交流
バスケットボール大会○

期　　日　１月 18日（日）

時　　間　集合　午前８時

対　　象　市内在住・在勤者

競技種目　一般男子・一般女子

場　　所　北浦運動場体育館

参　　　　　加　　　　　費　１チーム　2,000 円

　　　　　（当日徴収）

申込締切　１月９日（金）午後５時

・組み合わせは当日抽選とします。

・試合時間及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 27 年度ス

ポーツ安全保険等に加入見込

みであること

◆申込締切　１月 30日（金）

◆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

用意しますのでご記入の上提

出してください（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（金）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８日（日）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◆大会・教室のお申し込みは次のとおりです。

　�市社会体育施設に備えてある参加申込書に必要事

項を記入の上お申し込みください（電話・ＦＡＸも

お受けします）。

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

　日本遺族会では、「戦没者遺児による慰霊

友好親善事業」の参加者を募集しています。

　この事業は、厚生労働省から補助を受け

実施しており、先の大戦で父等を亡くした

戦没者の遺児を対象として、父等の戦没し

た旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、

同地域の住民と友好親善を図ることを目的

としています。

　費用は、参加費として９万円。平成 20 年

以前参加者で５年を経過した方は、２回目

の応募ができます。

　日程等の詳細は、下記までお問い合わせ

ください。

問�日本遺族会事務局�☎０３－３２６１－５５２１

戦没者遺児による慰霊友好親善事業
参加者募集

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

1/23（金）　みんなでしゃべらないと！
～おしゃべりドリル～

時　　間　19：00 ～ 21：00

場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市）

対 象 者　30代の独身男女　各 15名

申込期限　１/ ６（火）

2/10（火）　ステキな予感！
ふれあいパーティー

時　　間　19：00 ～ 21：30

場　　所　未定

対 象 者　30代の独身男女　各 20名

申込期間　１/ ９（金）～１/23（金）

問・申�（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　　☎�０２９－２２４－８８８８

　ＮＨＫ学園には、趣味・教養から語学・資

格まで、幅広いジャンルの講座が 200 コース

以上あります。通信講座で新しい趣味・スキ

ルを身につけてみませんか。無料の案内書を

お気軽にご請求ください。

講座内容　�俳句、短歌、川柳、書道、ペン

字、写経、水彩画、絵手紙、写真、

自分史、古文書、漢方薬膳、ハー

ブ、折り紙、ハングル、セルフ・

カウンセリングなど

申込受付　通年
問�ＮＨＫ学園�☎０４２－５７２－３１５１
　 URL http://www.n-gaku.jp/sch/

ＮＨＫ学園　受講生募集！

日　　時　２月 21日（土）9:00 ～ 17:00
　　　　　２月 22日（日）9:00 ～ 18:05
会　　場　茨城県ＪＡ会館　分館２階
　　　　　（水戸市梅香 1-5-5）
申込期間　２月２日（月）～２月６日（金）
定　　員　60名（定員になり次第締切）
受　　　　　講　　　　　　料　11,800 円（テキスト代別）
修　　　　　了　　　　　　証　�講習の全科目を修了し、修了試

験（筆記試験）合格者に交付し
ます。

※申込方法については、お問い合わせください。
問・申�（一社）日本ボイラ協会茨城支部
　　　〒 310-0022 水戸市梅香 1-5-5
　　　☎０２９－２２５－６１８５

ボイラー取扱技能講習
（小規模ボイラー取扱資格取得）


