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　本市で生産される特産農産物等を使用し

たジャムやお菓子などの加工品の製造、また

料理の研究開発、さらには研修や交流の場と

して広く市民の皆さんに活用いただくため、

高須崎公園体験農場内に農産物の加工所を

整備しました。

◆施設の利用について

利用できる人　�行方市内に活動拠点を置く

団体等

使　　　　　　用　　　　　　料　　　１日あたり 2,000 円

※�施設の詳細、利用申し込みについては下

記までお願いします。
問�行方市開発公社　☎０２９９－５５－３９２７

みなさんのご協力をお願いします。

◇セイミヤモール麻生店

７月９日（木）

〈午前〉10:00 ～ 13:00〈午後〉14:00 ～ 15:30

協力：麻生創生会

◇麻生保健センター

７月９日（木）

〈午前〉10:00 ～ 12:00〈午後〉13:00 ～ 15:30

協力：麻生創生会

◇行方市役所 北浦庁舎

７月 29日（水）

〈午前〉9:30 ～ 12:00〈午後〉13:00 ～ 15:30
問�健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて

いるものがあります。外観の特徴から、園芸

用のけしと区別ができます。

〈簡単なけしの見分け方〉
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　“植えてはいけないけし”を見かけました

ら、保健所にご連絡ください。

問�茨城県鉾田保健所�☎０２９１－３３－２１５８

植えてはいけない「けし」と
　植えてもよい「けし」の見分け方

　健康づくり講演会、健康づくり機器体験会、

各種教室や食生活改善推進員による試食コー

ナーなど家族みんなで楽しく健康づくり！

　コテラスで楽しい一日を過ごしませんか。

期　　日　６月 27日（土）・28日（日）

場　　所　天王崎観光交流センターコテラス

※�詳しくは６月中旬頃の新聞折込チラシを

ご覧ください。

問�健康増進課（北浦保健センター内）

　�☎０２９１－３４－６２００

健康フェスタ in コテラス

千葉県立佐原病院フェスティバル

　今年は「心とからだが喜ぶ

癒し」をテーマに色々なイベ

ントを企画しています。

日　　時

６月 13日（土）

　　　　　午前 9時～午後３時

場　　所　千葉県立佐原病院新館（１・２階）

　　　　　（千葉県香取市佐原イ 2285）

内　　容　�アニマルセラピー・健康教室（骨

密度測定、血糖測定、肺年齢測

定）・お薬相談・講演（骨粗鬆症、

脂肪肝について）・栄養指導・ア

ロママッサージの体験、職業体

験 ( 看護師・薬剤師・検査技師）・

動物愛護教室等

参　　　　　加　　　　　費　無料

問 千葉県立佐原病院　地域医療連携室

　�☎０４７８－５４－１２３１

ひとり親家庭の父・母のための
就業支援講座「パソコン基礎講座」

　これからパソコンを始めようとしている

人、始めたばかりという人を対象に、パソコ

ンの基礎知識を学ぶ講座を開催します。

期　　日　７月４日（土）、11日（土）

時　　間　午前９時 30分～午後４時 30分

場　　所　�クリエートＰＣ教室（水戸市北見

町８-12）※無料駐車場有り

定　　員　�10 名程度（定員になり次第締切）

※託児所付き（要予約・２歳以上）

対　　　　　象　　　　　者　�パソコン初心者（文書作成などで

きる方はご遠慮ください）

自己負担額　1,000 円

募集期間　６月８日（月）～ 26日（金）

問・申��茨城県母子家庭等就業・自立支援センター

　　　水戸市三の丸1-7-41�☎ 029-233-2355

夏休みキャンプ教室

日　　時

７月 25日（土）

　　　　午前 10時～

　26 日（日）午後２時

　　　　　　※１泊２日

場　　所　陸上自衛隊勝田駐屯地

募集人数　70名（応募者多数の場合は抽選）

内　　容　�自衛隊テント設営、飯ごう炊さ

ん、キャンプファイヤーなど

参加資格　�県内在住の小学生

　　　　　（保護者１人同伴）

参　　　　　加　　　　　費　１人 2,500 円

申込方法　�参加希望者全員の　①氏名（ふり

がな）②生年月日③年齢④学年⑤

性別⑥住所⑦電話番号　を記入

の上、下記まで往復はがきにてお

申し込みください。

申込締切　６月 19日（金）必着

問・申� 陸上自衛隊勝田駐屯地広報班

　　　�〒 312-8509　ひたちなか市勝倉 3433

　�　��☎０２９－２７４－３２１１

日時及び場所（検査受付）

実施日 時　間 実施場所及び連絡先

６月 22日

（月）

10：30 ～

11：30

行方市玉造保健センター

行方市玉造甲 478-1

℡ 0299-55-0114

13：30 ～

15：00

鉾田市旭保健センター

鉾田市造谷 605-3

℡ 0291-37-1411

６月 24 日

（水）

10：00 ～

11：30

行方市北浦保健センター

行方市山田 3282-10

℡ 0291-34-6200

13：30 ～

15：00

茨城県鉾田保健所

鉾田市鉾田 1367-3

℡ 0291-33-2158

６月 25 日

（木）

10：00 ～

11：30

鉾田市商工会大洋支所

鉾田市大蔵 1338-1

℡ 0291-39-2065

13：30 ～

15：00

行方市商工会

行方市麻生 1221

℡ 0299-72-0520

検査料金　１検体 800 円

　　　　　（赤痢菌、サルモネラ菌、O157）

問 鉾田食品衛生協会（茨城県鉾田保健所内）

　�☎０２９１－３３－２１５８

飲食物取扱従事者の健康診断（保菌検査）
鉾田保健所管内飲食物取扱従事者の皆さまへ

地域メディアプロデューサー育成講座
プレセミナーのご案内

　市では現在、地域限定のテレビ放送（エリ

ア放送）の整備を進めているところですが、

これを契機として、地域にある観光資源や産

品等を低コストかつ高パフォーマンスな映

像制作を駆使して映像化し配信していくた

めのスキルを持った人材、いわゆる「地域メ

ディアプロデューサー」の育成を図ることを

目的として、７月以降にプロの専門家をお招

きして、６回程度の「映像制作から情報発信

まですべてわかる」実践的な講座を開設する

予定です。

　今回その前段としてプレセミナーを開催

し、情報伝達技術の必要性並びに本講座プロ

グラム等をご紹介するものです。

日　　時　６月 19日（金）

　　　　　午後７時～午後８時 30分

場　　所　麻生公民館

内　　容　 情報運用について・育成プログラ

ムの紹介・参考作品の紹介等

受　　　　　講　　　　　料　無料

※�申し込み不要。直接会場にお越しください。

※�本講座の日程等については、後日おしらせ

します。

問 総合戦略課（麻生庁舎）

　�☎０２９９－７２－０８１１

鉾田保健所「こころの相談」

　心の状態が気になるけれども、病院を受診

すべきかわからない ･･･

　そんなときは、心の専門家である精神科医

による面接相談を利用してはいかがでしょ

う。秘密は厳守します。

日　　時　毎月第３水曜日

　　　　　午後１時～午後３時

場　　所　茨城県鉾田保健所

　　　　　（鉾田市鉾田 1367-3）

料　　金　無料

内　　容　 不眠、うつ、認知症などの心の病

気に関する不安や悩みのほか、引

きこもり、アルコールや薬物など

の依存症に関する相談。ご本人以

外にも、ご家族だけの相談もお受

けしています。

申込方法　�予約制です。お電話でお申し込み

ください（保健師がお電話で相談

にのることもできます）。

問�茨城県鉾田保健所「こころの相談」の係

�　☎０２９１－３３－２１５８

　　（平日 8：30 ～ 17：15）

《第二種電気工事士受験対策講座（技能）》
期　　日　�７月６日（月）、７日（火）、

　　　　　９日（木）、13日（月）、14日（火）、

　　　　　16日（木）の６日間

時　　間　午後６時～午後９時

内　　容　 第二種電気工事士（技能）受験

対策・練習問題解説

持　　　　　参　　　　　品　試験で使う工具等

定　　員　15名（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円

　　　　　（テキスト代含む）

申込期限　６月 10日（水）

申込方法　�往復はがき又はホームページよ

りお申し込みください。

※詳細はお問い合わせください。

問・申�茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　鹿嶋市林572-1　☎ 0299-69-1171

　　 URL http://business2.plala.or.jp/kasigise/

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

高須崎公園体験農場内「農
はだてあん

始庵」
農産品加工所のお知らせ



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　６月 23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

　税務署や国税局で「税のスペシャリスト」

として勤務する税務職員（国家公務員）を

募集します。

受験資格

①�平成 27 年４月１日において高校又は中等

教育学校を卒業した日の翌日から起算して

３年を経過していない者及び平成 28 年３

月までに高校又は中等教育学校卒業見込み

の者

②人事院が①に掲げる者に準ずると認める者

試験の程度　高等学校卒業程度

申込方法等

【原則】インターネット申込

○次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力

　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○�６月 22 日（月）午前９時～７月１日（水）

［受信有効］

【インターネット申込ができない場合】

郵送又は持参

○�希望する第１次試験地を管轄する人事院

各地方事務局に提出

○�６月 22 日（月）～６月 24日（水）

　［６月 24日（水）までの通信日付印有効］

試　　　　　験　　　　　日

第１次試験日：９月６日（日）

第２次試験日：�10 月 14 日（水）～ 10 月 23

日（金）のいずれか第１次試

験合格通知書で指定する日時
問�関東信越国税局人事第二課試験係
　�☎０４８－６００－３１１１

平成27年度税務職員採用試験

　子どもの成長や神経の発達に関する専門

医による講演です。低身長や発達の遅れなど

で心配がある方はぜひご参加ください。

日　　時　７月 18日（土）午後１時 15分～

場　　所　神栖市保健・福祉会館２F

　　　　　（神栖市溝口 1746-1）

○演題１（午後１時 15分～）

　「原因特定可能な小児低身長は改善できる

可能性がある」

○演題２（午後１時 50分～）

　「小児の神経学的発達と発達障害について」

○無料相談会（講演会終了後）

募集人数　講演会 60名　無料相談会 12組

申込方法　�お名前と、無料相談会の参加希望

の有無を記入の上、電話又はメー

ルにて下記までお申し込みくだ

さい。

問・申�神栖済生会病院��医療連携室

　　　☎０２９９－９７－２１１１

　　　 E-mail �kodomonoseityou@gmail.com

こどもの成長に関する講演会

問・申�行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
〒311-1704　行方市山田2175
☎�０２９１－３５－２１２０　 FAX �０２９１－３５－３８５４

○第10回行方市民総合スポーツ大会
（市制施行10周年記念）○

期　　日　７月５日（日）

　　　　　集合：午前８時

　　　　　開会：午前８時 30分

　　　　　（雨天時室内競技のみ実施）

種　　目

１．ママさんバレーボール ７．バドミントン

２．ソフトボール ８．剣道

３．バスケットボール一般男子 ９．卓球

４．バスケットボール一般女子 10．セーリング

５．ソフトテニス 11．ハンドボール

６．テニス

参加資格　行方市居住あるいは勤務する者

競技方法　�競技の方法等については、スポー

ツ振興課（北浦運動場内）にお問

い合わせください。

参　　　　　加　　　　　　費　競技により異なります。

申込締切　６月 12日（金）

※�競技会場・集合時間・参加費等詳細につい

ては、要項にてご確認ください。

○行方市ゴルフ教室○

期　　日　６月 28日～８月２日の日曜日

　　　　　（計６日間）※予備日８月９日

時　　間　午後 1時 30 分～午後 4時

　　　　　（�別途ハーフラウンドは午後６時

30分頃終了予定）

会　　場　ノースショア CC　北浦コース

　　　　　（受付：同コース練習場）

参加資格　�市内在住在勤者に限定（男女問

わず。小学生以上・初心者可）

参　　　　　加　　　　　　費　4,500 円（傷害保険料を含む）

　　　　　※入校時徴収（小・中学生も同じ）

募集人数　50名（定員になり次第締切）

募集期間　６月 1日（月）～６月 21日（日）

実施内容　�難波プロワンポイントレッスン・

打放し・アプローチ・パター・バ

ンカーショット・Ｈラウンドレッ

スン他

※�使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持

参願います。レンタルは無し。

◆申込方法　�下記まで電話又は FAX でお申

し込みください。

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール監視員募集

期　　間　プール一般開放期間

　　　　　（予定：７月中旬～９月中旬）

時　　間　午前８時 30分～午後７時

　　　　　�勤務日及び勤務時間については

要相談

内　　容　プール監視及び施設管理業務

時　　給　730 円

募集人数　10名程度

募集資格　16歳～ 30歳の健康な方（学生可）

申込方法　�玉造Ｂ＆Ｇ海洋センターへ履歴

書を持参してください。

募集締切　６月 20日（土）※毎週月曜休館

受付時間　午前８時 30分～午後５時

※後日、面接を行います。

※�面接合格者は救命講習を受講していただ

きます。

問・申�玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
行方市玉造甲 3185�☎０２９９－５５－３２１１

北浦体育館
トレーニングルームのご案内

６月２日からリニューアル！

　体力づくりや日頃の運動不足の解消に、北

浦体育館トレーニングルームをご利用くだ

さい。

◆新しいトレーニング機器が入りました

（クロストレーナー、リカンベントバイク他）

◆利用方法

【利用時間】午前 8時 30 分～午後 10時

　　　　　　※月曜休館

【利用料金】

　１時間につき

　　市内（市内在住、在勤）の方　100 円

　　市外の方　200 円

○６月２日から回数券を販売開始します。

　市内（市内在住、在勤）の方

　　1時間 100 円　11 枚つづり 1,000 円

　市外の方

　　1時間 200 円　11 枚つづり 2,000 円

【持 ち 物】　�運動できる服装、室内用運動靴、

タオル

◆正しいトレーニングの進め方教室
参加者募集◆

【日　　時】 ６月 18日・６月 25日・

　　　　　��７月２日・７月９日（木曜日）

　　　　　午後６時 30分～午後８時 30分

※�１回で終了の教室ですので、都合の良い

日を申し込みください。

【募集人数】各回とも 10名

【料　　金】 市内（市内在住、在勤）の方200円、

市外の方 400 円（２時間分のト

レーニングルーム使用料）

【持 ち 物】 運動できる服装、室内用運動靴、

タオル

【講　　師】健康指導士　松尾�喜久雄先生

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 6月 21 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルマロウド筑波（土浦市）

②�6 月 27 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

婚活ナビ☆パーティー情報☆

なめがた版　婚活 No.１

　ウエディングハウスで婚活
時　　　　間　　13：00 ～ 16：00（予定）

場　　　　所　　アジュール鹿嶋ウエディングハウス

対　　　　　　　　象　　　　　　　　　者　　概ね35歳～ 45 歳の独身男女　各 10名

会　　　　費　　男性　4,000 円　　女性　3,000 円

受付期間　　6月 17 日（水）～ 7月 1日（水）

申込方法　　�電話又は FAXにて下記までお申し込み

ください。「なめがた日和」（ URL http://

namegata.mypl.net/）からもお申し込みい

ただけます。

問・申�政策秘書課（麻生庁舎）
　　　�☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

 7/20
　（月・祝）

（一社）いばらき出会いサポートセンター共催

6/27（土）　第１回カップリングパーティ
時　　間　12：00 ～ 15：30

場　　所　みまつホテル（水戸市）

対 象 者　20歳以上の独身女性 15名

申込期限　6/10（水）

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

もっと知ってほしい！血液がん
in 土浦

日　　時　6月 20 日（土）

　　　　　午後 2時～午後 4時

　　　　　（開場　午後 1時 30 分）

場　　所　土浦市民会館　小ホール

　　　　　（土浦市東真鍋町２－６）

定　　員　250 名（事前申し込み不要）

参　　　　　加　　　　　費　無料

テ　　　　　ー　　　　　マ　「もっと知ってほしい！血液がん

in 土浦」

問 総合病院土浦協同病院　庶務課

　�☎０２９－８２３－３１１１

女性の権利１１０番

　女性に対する暴力（ドメスティック・バ

イオレンス、ストーカー、セクハラ）や離

婚に関する諸問題、職場における差別など、

女性の権利一般に関する無料電話相談を実

施します。

期　　日　６月 23日（火）

時　　間　午後１時～午後４時

電話番号　０２９－２２４－５１８２

　　　　　０２９－２２４－５１８３

問�茨城県弁護士会�☎０２９－２２１－３５０１

英会話カフェを開催します！

　外国の言葉に触れ合ってみ

ませんか。どうぞお気軽にご

参加ください。美味しいお茶

とお菓子を用意してお待ちし

ております。

　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　６月 21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。

申込締切　６月 19日（金）

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


