
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 27 年 3 月 1 日　№ 96

　観光イベント情報！

行方市民カラオケ大会
本選会観覧者募集

行方市文化会館へ行こう！

　予選を通過した 45 名の歌声をぜひきいて

ください。

◆日　　時　３月 15日（日）午前 10時～

　　　　　　（開場：午前９時 30分）

◆場　　所　行方市文化会館

◆ゲ　　　　　　ス　　　　　　ト　軽部　美智子さん

　　　　　　川島　有紀さん

　　　　　　錦照会の皆さん

※�入口ロビーにて、行方市の特産品販売を行

います。

問�（一財）行方市開発公社
　　☎０２９９－５５－３９２７

　商工・労働・消費者行政が一体となり、家

庭で、職場で、地域で頑張る女性のためのセ

ミナーを開催します。

◆セミナー１

「仕事も家事も時間と物の整理術講座」

ライフスタイリングオフィス H�to�O 代表

中村�のぶ子先生

◆セミナー２

「これからの女性の働き方」

有限会社モーハウス代表取締役

光畑�由佳先生

　あわせて、消費生活展も開催しますので、

皆さまお誘いあわせの上ご参加ください。

期　　日　３月 14日（土）

時　　間　午後１時 15分～午後４時

　　　　　（受付：午後１時～）

会　　場　北浦公民館２階　研修室・和室

入　　　　　場　　　　　料　無料

申込方法　�３月 10 日（火）までに電話又は

FAX で下記までお申し込みください。

※�どなたでも参加できます。お子様連れも大

歓迎です！

問・申�商工観光課（北浦庁舎）
　　　☎０２９１－３５－２１１１

がんばる女性応援フェスティバル

　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。

◇麻生保健センター

３月 26日（木）

〈午前〉10:00 ～ 12:00〈午後〉13:00 ～ 15:30

協力：麻生創生会

◇セイミヤモール麻生店

３月 26日（木）

〈午前〉10:00 ～ 13:00〈午後〉14:00 ～ 15:30

協力：麻生創生会

◇行方市役所 北浦庁舎

３月 27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）
　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

第１次試験日　５月 10日（日）

　　　　　　　（教養試験・論（作）文試験）

受験資格

（１）警察官Ａ　�昭和 61 年 4 月 2 日以降に

生まれた人で、学校教育法

による大学（短期大学を除く）

を卒業した人もしくは平成 28

年 3月 31 日までに卒業見込

みの人又は人事委員会がこ

れと同等と認める人

（２）警察官Ｂ　�昭和 60 年 4月 2日から平成

9年 4月 1日までに生まれた

人で、（1）の受験資格（学

歴部分）に該当しない人（平

成 27 年 10 月 1 日から勤務

可能な人に限る）

受付期間

郵送・持参：２月 17日（火）～４月 14日（火）

電子申請：２月 17日（火）午前 9時～

４月 13日（月）午後 5時

問�茨城県警察本部警務課
　☎０１２０－３１４０５８（平日 8:30 ～ 17:15）

　�行方警察署警務課

　☎０２９９－７２－０１１０（平日 8:30 ～ 17:15）

平成 27 年度　第１回
茨城県警察官採用試験

　

　新年度の募集となりますので、対象年齢等に該当する方であれば、どなたでも申し込むことができます（※１項目につき、年 1人 1回の

助成となります）。　　　　～早期発見・早期治療が健康維持のカギ！年に一度は家族みんなで健診を！～

■健診期日　　【北浦保健センター】６月４日（木）・６月５日（金）・６月６日（土）・６月８日（月）

　　　　　　　【玉造保健センター】６月 14日（日）・６月 15日（月）・６月 16日（火）・６月 17日（水）

　　　　　　　【麻生保健センター】７月１日（水）・７月２日（木）・７月３日（金）・７月４日（土）

■受付時間　　（Ａ）6：30 ～ 8：00　（Ｂ）8：30 ～ 10：30

■申込方法　　�各戸配布された、総合健診（ミニドック）申込ハガキにご記入の上ポストへ投函ください。

　　　　　　　市のホームページ（ URL http://www.city.namegata.ibaraki.jp/）からも申し込むことができます。

　　　　　　　※定員になり次第締め切らせていただきます。３月３０日（月）必着

健診項目 対象年齢 個人負担金 備考

①健康診査

生活習慣病予防健診 19～ 39 歳 500 円

特定健康診査
40 ～ 75 歳誕生日前で
国民健康保険に加入し
ている方

500 円
40・45・50・55・70 歳以上は無料（社会保険扶
養の方は特定健康診査受診券が必要です）

高齢者健康診査 75歳以上 無料

がん検診等

②
結核検診 19歳以上 無料

肺がん検診 40歳以上 無料 喀たん検査（追加）1,000 円

③ 胃がん検診 30～ 74 歳 1,000 円

④ 大腸がん検診 30歳以上 500 円

⑤ 前立腺がん検診 50～ 74 歳の男性 500 円

⑥肝炎ウイルス検診 40歳以上の未検者 1,000 円 40・45・50・55・60 歳は無料（年度内年齢）

⑦腹部超音波検診　
40 ～ 74 歳の方で年度
内偶数年齢

1,000 円

※①の特定健康診査以外は、医療保険に関係なく受診できます。　　　　　　　　　　　　　　　　（年齢は平成 28年３月 31 日現在）

※健診項目により、対象年齢が異なりますのでご注意願います。

平成27年度　総合健診（ミニドック）のお知らせ
問・申�健康増進課（北浦保健センター）
　　　☎０２９１－３４－６２００

　

【成人用肺炎球菌予防接種】

　平成26年度対象の方には、既に予診票が郵送されております。

接種希望者は 3月 31 日までが助成対象期間です。

≪対象者≫

　昭和 24年４月２日～昭和 25年４月１日生まれの者

　昭和 19年４月２日～昭和 20年４月１日生まれの者

　昭和 14年４月２日～昭和 15年４月１日生まれの者

　昭和 9年４月２日～昭和 10年４月１日生まれの者

　昭和 4年４月２日～昭和 5年４月１日生まれの者

　大正 13年４月２日～大正 14年４月１日生まれの者

　大正 8年４月２日～大正 9年４月１日生まれの者

　大正 3年４月２日～大正 4年４月１日生まれの者

　大正 3年４月１日以前生まれの者

予防接種期間がもうすぐ終了します。予防接種はお済みですか？

問�健康増進課（北浦保健センター）　☎０２９１－３４－６２００

【水痘（水ぼうそう）予防接種】

　３歳代、４歳代のお子さんで、水ぼうそうにり患していない、又

は、予防接種をしていないお子さんは、郵送してある予診票を使用し、

３月 31日までに予防接種をしてください。

※５歳のお誕生日の前日までに接種を済ませてください。

※平成 26年度限りの経過措置です。

【ジフテリア・破傷風予防接種】

≪対象者≫

　平成 14年４月２日～平成 15年４月１日生まれの者

　※ 13歳のお誕生日の前日までに接種を済ませてください。

【ＭＲ２期（麻しん・風しん）】

　≪対象者≫

　平成 20年４月２日～平成 21年４月１日生まれの者

　※３月 31日までに接種を済ませてください。



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①３月７日（土）14:30 ～ 17:00

　イーアスつくば（つくば市）

②３月 22日（日）13:00 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

　　☆ 13:00 ～ 14:30　セミナー

　「素敵な恋愛と結婚に結びつく７つの秘訣」

　講師　森川友義（�早稲田大学教授。「恋愛学」

の講義はテレビや雑誌で

も有名！）

　　☆ 14:40 ～ 16:30　出会いパーティー

③３月 26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
みんなでしゃべらないと！
日　　時　４月 16日（木）19：00 ～ 21：30

場　　所　ベルザクラス（牛久市）

対 象 者　40代の独身男女　各 17名

申込期間　３月 16日（月）～３月 30日（月）

すてきな予感！ふれあいパーティー !!
日　　時　４月 17日（金）19：00 ～ 21：30

場　　所　鹿行地域の飲食店

対　　象　30 代の独身男女　各 15名

申込期間　３月 17日（火）～３月 31日（火）

わくわく登山♪♪　in 愛宕山
日　　時　４月 25日（土）　9：30 ～ 16：00

場　　所　あたご天狗の森　スカイロッジ（笠間市）

対　　象　42歳以下の独身男女　各 15名

申込期限　３月 24日（火）～４月７日（火）

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

なめがたふれあいスポーツクラブ
教室案内

問・申�なめがたふれあいスポーツクラブ
　　　☎０９０－２５６１－０４８６
　　　玉造 B&G 海洋センター
　　　☎０２９９－５５－３２１１��※月曜除く�

　大好評につき２回目を開催します !!

ウォーキングと桜を愛でながらの市内探訪

で楽しいひとときを過ごしましょう♪

ウォーキング教室①
桜と歴史　ながら歩き
（羽黒山公園～麻生藩家老屋敷方面）

期　　日　４月５日（日）

集合場所　天王崎公園駐車場

時　　間　午前８時 30分集合～正午帰着

参　　　　　加　　　　　費　会　員　200 円

　　　　　会員外　300 円　※保険代等

参加対象　小学生以上

※�雨天時は麻生体育館に集合し、室内ウォー

キングとなります。

ウォーキング教室②
桜と伝説　ロマン歩行
（桃浦～沖洲トーホーランド桜並木）

期　　日　４月 12日（日）

集合場所　玉造 B&G 海洋センター

時　　間　午前８時 30分集合～正午帰着

参　　　　　加　　　　　費　会　員　200 円

　　　　　会員外　300 円　※保険代等

参加対象　小学生以上

◆申込締切　３月 29日（日）
◆申込方法　�住所・氏名・年齢・連絡先電

話番号を下記までお知らせく
ださい。

○円滑な相続手続がしたい！○遺言書はど

う書くの？○会社法人を作りたい！○農地

転用がしたい！○必要な許認可は？○外国

人の手続って？

など、くらしの中にある様々な悩みや不便

について、行政書士が無料相談会を開催し

ます。

日　　時　３月 26日 ( 木 )

　　　　　午前 10時から午後４時まで

場　　所　麻生公民館　２階　研修室

そ　　　　　の　　　　　他　�事前予約の方優先。予約なしでも

対応します。

問�担当行政書士：大庭孝志
　行政書士法人桜町共同事務所

　☎０２９９－８２－８１５３

一人で悩まずに気軽に相談！
行政書士無料相談会

受験種目 一般幹部候補生

応募資格

１　大卒程度試験

　平成 28 年４月１日現在、次の各号の

いずれかに該当する者

（１）�22 歳以上 26 歳（学校教育法に基

づく大学院の修士課程もしくは専門

職大学院の課程を修了した者又はこ

れに相当すると認められる者（平成

28 年３月学位取得見込を含む。以

下 ｢修士課程修了者等｣ という。）

にあっては、28歳）未満の者

（２）�20 歳以上 22 歳未満で、学校教育

法に基づく大学（短期大学を除く。

以下 ｢大学｣ という。）を卒業した

者（平成 28 年３月卒業見込みの者

を含む。）又は外国における学校を

卒業した場合で大学卒業に相当する

と認められる者

２　院卒者試験

　平成 28 年４月１日現在、修士課程修

了者で、20歳以上 28 歳未満の者

３　大卒程度及び院卒者試験は、併願

が可能です。

受付期間
３月１日（日）から５月１日（金）まで

（締切日必着）

試験期日

第１次試験：５月 16日（土）筆記試験

　　　　　　５月 17日（日）

　　　　　　�筆記式操縦適性検査（飛

行要員希望者のみ）

第２次試験：�６月 16 日（火）～６月

19 日（金）のうち指定す

る日

試験場

第１次試験：各都道府県ごとに実施

第２次試験：�陸上・海上・航空自衛隊

別に全国の主要都市等で実

施します。

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問�自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所
　☎�０２９９－５２－１３６６

　自衛隊茨城地方協力本部募集課募集班

　☎�０２９－２３１－３３１５

平成 27 年度 自衛官募集案内

　里山整備のための機械（草刈機・チッパー）

の貸付事業を平成 21 年度より続けてまいり

ましたが、経年劣化に伴う安全確保の観点

から平成 27 年３月末日をもって終了といた

します。

　長年にわたりご利用いただきましたが、終

了に伴いご迷惑をおかけいたします。

　ご理解のほどよろしくお願いいたします。

問�農林水産課（北浦庁舎）
　☎０２９１－３５－２１１１

里山整備機械の貸付け事業終了

愛玩用家畜（ペット）の
飼養状況の報告について

　愛玩用（ペット）であっても家畜を飼養

されている方は、家畜伝染病予防法により、

毎年２月 1日現在の飼養頭羽数等を県に報

告することになっています。

　報告が必要な家畜は次のとおりです。

　これらの家畜を１頭（羽）でも飼育してい

れば、ペットであっても報告の必要がありま

す（犬、猫、うさぎ、インコなどは対象とな

りません）。

　報告方法・用紙など詳しいことは、鹿行家

畜保健衛生所までお問い合わせください。
問�茨城県鹿行家畜保健衛生所
　�☎０２９１－３３－６１３１

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、

　いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、

  だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

「短期集中特別訓練」のご案内

　雇用保険を受給できない方で就業経験が

少ない方等を対象とした短期（１カ月）の

職業訓練です。

○受講料は原則無料（テキスト代等は自己負担）

○ハローワークによる積極的な就職支援あり

○一定要件を満たせば、給付金を支給
問ハローワーク常陸鹿嶋�☎０２９９－８３－２３１８

　茨城労働局と茨城県は、平成 28 年３月大

学等の卒業予定者（既卒者を含みます）を対

象に企業説明会を開催します。参加希望の学

生の方は、当日会場へ直接お越しください。

〈水戸会場〉　ホテルレイクビュー水戸

　３月 23日（月）、24日（火）　13：30 ～

〈土浦会場〉　ホテルマロウド筑波

　３月 25日（水）、26日（木）　13：30 ～

※ 11：00 から「就活セミナー」を開催します。

問�茨城労働局職業安定課
　☎０２９－２２４－６２１８

「がんばっぺ！茨城」企業説明会

　パソコンによる農業簿記講習会を開催し

ます。

【北浦公民館】３月５日（木）

【玉造公民館】３月 12日（木）

時　　間　午後７時～午後９時

対　　　　　象　　　　　者　�パソコンの基本操作ができる農業者

（配偶者、後継者を含む）

定　　員　�各会場 10 名（定員になり次第締

め切り）

受　　　　　講　　　　　料　無料

申込方法　 受講を希望する会場、氏名、住所、

電話番号、経営作物、パソコン

の操作知識など下記までお電話

ください。

申込締切　各講座開催前日まで

問・申�農林水産課�農業振興グループ（北浦庁舎）
　　��☎０２９１－３５－２１１１

平成 26 年度パソコン農業簿記講習会 聴覚障害等をお持ちの方
ご存知ですか？

意思疎通支援事業のご案内

　市では、聴覚、音声、言語機能等の障害

のある方が、円滑な意思の疎通を図ること

ができるよう、手話通訳者・要約筆記者を

派遣する事業を行っています。

☆どのような時利用できるの？

　・病院受診のとき

　・市役所や銀行等での用事

　・各種講演会や会議へ参加するとき�

　・�運転免許更新等のため警察署へ出向くとき

　・その他

☆利用できる人は？

　�身体障害者手帳（聴覚障害・音声又は言語

機能障害）をお持ちの方が利用できます。

☆どこへ申し込めばいいの？

　�社会福祉課�障害福祉グループ（玉造庁舎）

まで申し込んでください。

　FAX　０２９９－３６―２６１０

　TEL　０２９９－５５－０１１１（内線112・113）

☆利用料金はどのくらいかかるの？

　無料で利用できます（全額市で負担）。

☆市内のみの派遣ですか？

　茨城県内と近隣県に派遣します。

〈要約筆記者とは ??〉

　耳が聞こえない、あるいは聞こえにくい

方に、要約筆記者が話し手の言葉をその場

で筆記していくことです。主に、手話の習

得困難な中途失聴・難聴の方々に適したコ

ミュニケーション手段です。

問・申�社会福祉課�障害福祉グループ（玉造庁舎）

　　��☎０２９９－５５－０１１１

マリッジサポーター
鹿行地域活動協議会主催

日　　時　3月 15 日（日）13：00 ～ 16：00

場　　所　コテラス（行方市）

対　　象　�40 歳～ 55 歳の独身男女　各 10 名

（ただし、よろず相談会参加者が優

先になります）

会　　費　男性 5,000 円　女性 1,000 円

申込方法　下記までご連絡ください。

申込期間　3月 1日（日）～先着順

問・申�鹿行地域活動協議会（井上）
　　☎０９０－２６６５－１９１６(9：00 ～ 17：00)


