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　観光イベント情報！

ピザ作り体験教室参加者　随時募集！
　コテラスで、簡単ピザ作りを体験しません

か？好きな具材を載せてオリジナルピザを作っ

てみよう！

◆日　　時　�随時募集。希望日・時間を、１

週間ほど前までにご連絡くださ

い（毎週水曜日定休）。

◆募集人数　�１回の教室につき５名～（最大

15名まで参加可能）

◆開催時間　�午前 11 時～午後２時（１回１時

間程度）

◆場　　所　天王崎観光交流センターコテラス

※詳細とお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　 FAX  0299-72-0833

「行方市市制施行 10 周年記念
 プレミアム付商品券」取扱加盟店募集

第６回ツインレイクミーティング in 行方
　霞ヶ浦湖畔で、バイクの魅力や自然の景
観、人とのふれあいを体感していただける
イベントです。
◆開催日時　５月９日（土）10：00 ～ 20：00
　　　　　　　　10日（日）８：00～ 12：00
◆場　　所　天王崎公園周辺
◆内　　容　�交流会・キャンプ・ステージ

イベント
※�見学のみの方は参加費無料（２日間のキャ
ンプミーティング参加者は 2,500 円）
※詳細はお問い合わせください。
問�行方市観光協会　☎０２９９－５５－１２２１

　自動車税は毎年４月１日現在で自動車を所有している方に課税されます。今年の納期限は６月１日（月）です。お近くの金融機関、郵便局、
コンビニエンスストア又は県税事務所で納期限までに納付してください。　問�茨城県行方県税事務所　収税課　☎０２９９－７２－０４８２自動車税は納期限（６月１日）までに納めましょう！

乳がん・子宮（頸部）がんの医療機関検診のお知らせ

○実施期間　平成 27年５月１日（金）～平成 28年２月 29 日（月）

○申込期間　平成 27年５月１日（金）～平成 28年２月 22 日（月）

　　　　　　※�お電話、市のホームページからの申し込みの場合、受診券を郵送するため、

届くまでに時間がかかります。

○検診項目　※予約制　対象年齢の基準日は平成 28年３月 31 日現在です。

検診項目 対象者 個人負担金 内　容　等

乳がん

超音波検査 25歳～ 59 歳 1,000 円

乳房 X線検査

（マンモグラフィ）
40 歳以上 1,000 円 ２年に１回

子宮（頸部）がん 20歳以上 1,000 円 子宮頸部の細胞診

○受診の流れ

　（１）北浦保健センターへ来所・電話もしくは市のホームページ等から申し込み

　（２）「医療機関受診券」等が届いたら、病院へ予約

　　　※�受診券は指定の医療機関でのみ利用できます。指定医療機関については、受診券と

同封する医療機関一覧、市のホームページをご覧ください。

　（３）「医療機関受診券」等を持参し受診

　　　※負担金は、病院の窓口でお支払いただきます。

○詳細は下記まで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

　市では、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの初期発見と正しい健康意識の普及啓

発、そして健康保持及び増進を目的として、医療機関検診の助成を行っています。

　この機会にぜひ検診を受けましょう。

歯周疾患検診のお知らせ

　今年度は、下記の年齢の方を対象に歯周疾

患検診を実施します。

　お口の健康を守ることは、全身の健康管理

への入り口です。この機会に検診を受け、自

分に合った口腔ケアの方法を知りましょう。

対　　　　　　　象　　　　　ひひ者　�今年度内に 30歳・40 歳・50 歳・

60 歳・70 歳になる方（対象者へ

は個別通知をいたします）

検診内容　�現在の歯の状況・歯石・歯周疾

患の状況等

検診料金　無料

＊�検診結果に基づく治療を行う場合は保険

診療扱い

実施期間　�平成 27 年５月１日（金）～平成

28年２月 29 日（月）

実施歯科医院　行方市内の歯科医院

申込方法　�健康増進課へ電話、または市の

ホームページ等からお申し込み

ください。

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）
　　　☎ 0291-34-6200

　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。

◇カインズホーム玉造店

５月 27日（水）

〈午前〉10:00 ～ 12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00

◇行方市役所　玉造庁舎

６月 15日（月）

＜午前＞ 9:30 ～ 11:30

◇ベイシア玉造店

６月 23日（火）

〈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）
　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

　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。

　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　市内在住の 65歳～ 80 歳の方

定　　員　20名（定員になり次第締め切り）

開催期日　5月 26 日、6月２日、６月９日、

　　　　　６月 23日、6月 30 日

　　　　　（火曜日、全５回コース）

時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分

会　　場　�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　　　　　ち　　　　　物　筆記用具、タオル、飲み物（水分

　　　　　補給）

参加料金　無料

申込方法　�下記へ５月 19 日（火）までに電

話でお申し込みください。

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

ー認知症予防ー
「脳はつらつ教室」開催

　市では、市内の消費を喚起し、地域経済を

活性化するために、７月に「行方市市制施行

10 周年記念プレミアム付商品券」を発行し

ます。これに伴い、商品券が利用できる取扱

店を募集します。

◆取扱店参加資格

　市内に店舗、事業所等を有する事業者（市

内の店舗等に限る）。ただし、業務の内容が

公序良俗に反するものは除く。

＜取扱店業種一例＞

・�小売業（食料品、衣料品、日用品雑貨、本、

家電、自動車、自転車など）

・飲食業（飲食店、喫茶店、居酒屋など）

・�サービス業（理・美容、クリーニング、エ

ステなど）

・�その他（リフォーム、造園、建具、内装工事、

電気工事、タクシーなど）

◆申込方法

　登録申請書を商工会又は商工観光課（北浦

庁舎）へ直接提出してください。

※�申請書に、法人の場合は代表者又は支店

印、個人の場合は認印が必要です。

◆申込期間　５月11日（月）～６月10日（水）

◆商品券発行概要

　販売枚数：30,000 セット

　※�１ セ ッ ト（12 枚 12,000 円 分 ） を

10,000 円で販売（20％プレミアム）

　販売開始：７月４日（土）～

　　　　　　（詳細は別にご案内します）

　有効期間：販売日～ 12月 31 日（木）

※詳細はお問い合わせください。
問�行方市商工会　☎０２９９－７２－０５２０

職種及び採用予定人員　　看護師　１名

試　　　　　　験　　　　　　日　６月 22日（月）

受験資格　�昭和 50 年４月２日から平成 4年

４月１日までに生まれた方で、　

正看護師の資格を有する方

申込期間　５月 11日（月）～６月５日（金）

　　　　　（６月５日必着）

申　　　　　　込　　　　　　書　�下記まで請求してください。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。

※�詳細については、鹿行広域事務組合ホーム

ページ（http://rokkou-kouiki.jp/wp/) で募集

要項を確認してください。

問�鹿行広域事務組合事務局

　�〒 311-1517 鉾田市鉾田 1367-3

　�茨城県鉾田合同庁舎本庁舎３階

　�☎０２９１－３３－５０２３

平成 27 年度
鹿行広域事務組合職員採用試験

行方市商工会　臨時職員募集

　行方市商工会では、平成 27 年６月１日採

用の臨時職員を募集します。

仕事内容　一般事務（税務関係業務含む）

勤　　　　　　務　　　　　地　行方市商工会（麻生 1222-1）

申込方法　�履歴書をお持ちの上、直接お越

しください。

※労働条件等、詳細はお問い合わせください。

問�行方市商工会　☎０２９９－７２－０５２０

期　　日　７月 22日（水）・23日（木）

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（月）～６月 30日（火）

※�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。

申請書の配布・受付場所

　 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

受　　　　　　講　　　　　　料　�4,300 円（テキスト代及び訓練資

材費として、講習日初日に徴収）

○�申請書は、鹿行広域事務組合消防本部ホー

ムページ（http://rokkou-kouiki.jp/wp/syoubou/

kousyuu）からもダウンロードできます。
問�鹿行広域事務組合消防本部　予防課
　　�☎０２９１－３４－７１１９

平成 27 年度
甲種防火管理（新規）講習実施案内



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 5月 9日（土）13:30 ～ 16:30

　とねミドリ館（古河市）

② 5月 10 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

③ 5月 14 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

④ 5月 17 日（日）13:20 ～ 16:30

　グリーンパレス飛鳥（境町）

　☆ 13:20 ～ 14:20　セミナー

　　「地域で応援しよう　若者の結婚支援」

　　講師　板本　洋子

　　（NPO法人全国地域結婚支援センター代表）

　☆ 14:30 ～ 16:30　出会いパーティー

⑤ 5月 24 日（日）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・共催

すてきな予感 ! ふれあいパーティー !!

♪飲み放題プランです♪♪

日　　時　５月 29日（金）　20：00 ～ 21：30

場　　所　true�brew（トゥルーブルー）

　　　　　水戸駅エクセル南４階（水戸市）

対　　象　40歳以下の独身男女　各 16名

申込期限　５月 12日（火）

みんなでしゃべらないと !

日　　時　６月 19日（金）　19：00 ～ 21：00

場　　所　茨城県三の丸庁舎３階会議室（水戸市）

対　　象　30歳代の独身男女　各 17名

申込期間　５月 19日（火）～６月２日（火）

すてきな予感 ! バーベキューパーティー !!

日　　時　６月 20日（土）　11：00 ～ 15：30

場　　所　ポケットファームどきどき（茨城町）

対　　象　34歳～ 38 歳の独身男女　各 12名

申込期間　５月 19日（火）～６月２日（火）

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/

平成 27 年度　鹿行手話講座
受講者募集

内　　容

①�手話技術（表現、読み取り、

会話、同時通訳の基礎）

②�関連知識（聴覚障害者の生活・

教育・職業・社会活動・制度の基礎知識）

③体験学習（聴覚障害者団体が行うレクや研修会等行事への参加）

対　　　　　象　　　　　者

○入門コース

　手話学習を希望する初心者（高校生以上）

　　　　　　　　　　　　　　�定員 20 名

○基礎コース

　�平成26年度年度入門コースを修了した方・

手話の基礎がある程度できている方（高校

生以上）　　　　　　　　　　定員 20名

テキスト

全日本聾
ろ う あ

唖連盟発行　厚生労働省手話奉仕員

養成カリキュラム対応手話奉仕員テキスト

「手話を学ぼう　手話で話そう」

　　　　　　　　　　　3,000 円（税別）他

講習日等

コース 開講日 時　間 受講料

入　門

全 35回

５月９日

～２月

毎週

土曜日
午後７時

～

午後９時

5,000 円

（テキスト代別）

基　礎

全 35回

５月９日

～２月

毎週

土曜日

5,000 円

（テキスト代別）

会　　場　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）

※�各コースとも、受講当日お申し込みくださ

い。事前の申し込みは必要ありません。

問�鹿行手話奉仕員養成委員会
　�委員長　越地�信子　� FAX ０２９９－７２－２６６１
　�委　員　�菅谷�妙子　�☎０９０－３２１７－３８１１

チャレンジデー2015

太極拳＆バランスボール体験
　太極拳やバランスボールを体験してみま

せんか？

�チャレンジデーは運動のきっかけ作りと

運動の習慣付けを積極的に応援します。

期　　日　５月 27日（水）

時　　間

　　　太極拳の部　　　　　　午後６時～

　　　バランスボール第１部　午後７時～

　　　バランスボール第２部　午後８時～

対　　象　どなたでも

人　　数　定員各 30名

場　　所　北浦運動場　体育館

参　　　　　加　　　　　費　無料

ポスチュアウォーキング体験
　ポスチュアとは英語で「姿

勢」を意味します。健康で美し

い体を作るためのウォーキン

グメソッドです。この機会に

チャレンジしよう！

期　　日　５月 27日（水）

時　　間　第１部　午後７時～

　　　　　第２部　午後８時～

対　　象　18歳以上の健康に自信のある方

人　　数　定員各 30名

場　　所　北浦運動場　体育館

参　　　　　加　　　　　費　500 円（保険料を含む）

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

パソコン・インターネット
困りごと無料相談会

　パソコン操作・書類作成・インターネット
接続等、困りごと解決方法の相談無料
期　　日　５月 19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

事前申し込み不要。参加費無料。

「がん」を知ろう !!

期　　日　６月７日（日）

時　　間　午後１時 30分～

場　　所　水戸駅ビル excel 本館 6階　エク

　　　　　セルホール（水戸市宮町 1-1-1）

第１部　子宮頸がんについて（午後１時30分～）

「子宮頸がんの検診について」

第２部　前立腺がんについて（午後２時10分～）

①検診と診断

②手術療法と放射線療法

③薬物療法

④質問（疑問・質問に先生方がお答えします）
問　アストラゼネカ株式会社
　　☎０２９－２２８－９８７１

水戸地方がん市民セミナー

グリーンカーテンで、
省エネと CO2 削減を！

　環境保全行方市民会議では、楽しみなが

らエコになるグリーンカーテン作りを推奨

しています。グリーンカーテンは屋内への

直射日光を遮り、冷房機器の電気使用量を

抑えることにより、二酸化炭素排出量を削

減し、地球温暖化防止に役立ちます。

　移植苗をご希望の方は、電話又は FAX で

下記までお申し込みください。種苗は、ア

サガオ・ヨルガオ・ゴーヤの３種類の中か

ら選んでください。

　なお、苗の本数には限りがありますので

ご了承ください。配布は北浦庁舎において、

５月 20 日頃（生育により前後します）の予

定です。

申込期間　５月１日（金）～ 5月 14 日（木）

問・申�環境課（北浦庁舎）
　　��☎ 0291-35-2111　 FAX 0291-35-3258

申込方法　�電話、FAX 又は市ホームページより申し込むことができます。　　　

　氏名・住所・電話番号を準備の上、下記までお申し込みください。

※�当日はトレーニングシューズ（上履き）、タオル、飲み物を持参し、運動のできる格

好でお越しください。

◆日　　時◆　５月２７日（水）
　　　　　　　　　　　　午前０時から午後９時まで
　５月 27 日（水）の午前０時から午後９時まで行方市内でスポーツを推進する本イベン

トに取り組みます。15 分間以上継続して運動やスポーツを行った住民の参加率を競い合

う、住民参加型のスポーツイベントです。

　カナダ発祥のチャレンジデーは、現在世界中で約 1000 地域、日本国内で 130 の自治

体が参加しています。

ひとり親家庭等の方へ

　医療事務の講習会（日曜日に開催）を受け

て、資格取得、就労につなげませんか。

期　　日　６月７日～ 11月 22 日の日曜

　　　　　22日間（110 時間）

時　　間　午前 10時～午後４時（５時間）

対　　象　�母子家庭の母及び父子家庭の父

ならびに寡婦（以前に受講した者

を除く）

応募資格　�ひとり親家庭等となりおおむね

７年以内で、全日程出席でき、今

後就労を希望し技能認定試験を

受講する方

募集人数　�24 名程度のため、定員を超えた

場合は作文選考となります。

場　　所　茨城県母子寡婦福祉連合会

　　　　　母子・父子福祉センター

　　　　　（水戸市八幡町 11-52）

料　　金　自己負担 6,000 円（教材費等）

　　　　　ボランティア行事用保険料

※�所得 3,010,000 円以下の方には修了後に交

通費の一部を支給

申込方法　�申込書と A4 原稿用紙１枚に受講

したい理由・受講動機を記載して

下記まで一緒に提出

申込締切　５月 24日（日）（消印有効）

そ　　　　　の　　　　　他　�申込書と原稿用紙は、こども福祉

課（玉造庁舎）で配布します。

問・申��茨城県母子寡婦福祉連合会母子・父子
福祉センター

　　　〒 310-0065　水戸市八幡町 11-52

　　　☎029-221-8497　 FAX �029-221-8618

英会話カフェを開催します！

　外国の言葉や文化と

触れ合ってみませんか。

美味しいお茶とお菓子

をご用意してお待ちし

ております。お気軽に

ご参加ください。

�当日はスペシャルゲストとしてＡＬＴにお

越しいただく予定です。

期　　日　５月 17日（日）

時　　間　午後１時 30分～

場　　所　天王崎観光交流センターコテラス

参　　　　　加　　　　　費　一人 300 円（茶菓・材料代）

申込方法　�①氏名②住所③連絡先④年齢を

下記までご連絡ください。

問・申��行方市国際交流協会事務局
　　　（麻生庁舎政策秘書課内）

　　��☎０２９９－７２－０８１１


