
お知らせ版
市報　行方 　市長公室  政策秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 27 年 10 月 1 日　№ 103

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　10 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

　成年後見の専門家である

司法書士・社会福祉士によ

る成年後見に関する無料相

談会です。

期　　日　10 月 24 日（土）

時　　間　午前 10 時～午後３時

相談内容　成年後見・遺言・相続等

※面談による相談【要予約】

場　　所　① 鹿 嶋 市 ま ち づ く り 市 民 セ ン

ター学習室１～３（鹿嶋市大

字宮中 4631-1）

　　　　　② 茨城司法書士会館（水戸市五

軒町 1-3-16）

申込方法　 前日までに電話で下記までお申

し込みください。
問・申  公益社団法人成年後見センター・リー

ガルサポート茨城支部

　　　☎０２９－３０２－３１６６

高齢者・障がい者のための
成年後見相談会

　利用者の皆さまのご不便を解消するため、

和室の待合室を一部洋室とする改修工事を実

施します。

　利用者の皆さまにはご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　なお、工事期間中におきましても、通常通

り火葬場をご利用いただけます。

工事期間（予定）

　平成 27 年 10 月から平成 28 年３月まで

問 鹿行広域事務組合事務局

　 ☎０２９１－３３－５０２３

霞ヶ浦聖苑待合室
改修工事のお知らせ

　地域の皆さんの手により、公共

の場を緑化し、緑豊なまちづくり

への意識を持ってもらうことを目

的とします。１団体あたり 200 本

程度を予定しています。

応募資格　 普段から活動をしている町内会・商店

会・子ども会・老人会等の団体のみ

募集人数　先着 15 団体まで

場　　所　 集落センターや道路沿いなどの

公共性の高い場所

料　　金　無償配布

申込方法　 電話または直接農林水産課（北浦

庁舎）までお越しください。後日

申請書を郵送させていただきます。

申込期間　10 月１日（木）より受付（先着順）
問・申 農林水産課（北浦庁舎）

　　　☎０２９１－３５－２１１１

花苗を配布します

鹿行地区ストーマ講習会

期　　日　11 月１日（日）

時　　間　午前 10 時 30 分～午後３時

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

内　　容

①講演（ストーマケア他）

　講師：小山記念病院　呉屋 朝幸先生

② ストーマケア他悩み事相談および装具の展

示・説明等

費　　用　1,000 円（昼食代他）

申込方法　 10 月 13 日（火）までに電話また

は FAX で下記までお申し込みく

ださい。

問・申   公益社団法人日本オストミー協会茨城

県支部　宮下

　　☎ 090-6510-9619　 FAX  0299-83-7610

　平成 28 年４月採用予定の職員採用試験を

実施します。

職種および採用予定人員　一般事務  １名

試　　　　　　験　　　　　日　第１次試験日　12 月 13 日（日）

受験資格　 昭和 62 年４月 2 日～平成 10 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５日（月）～ 11 月６日（金）

（11 月６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（http://rokkou-kouiki.jp/

wp/）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

　　  〒 311-1517 鉾田市鉾田 1367-3

　　  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

　平成 28 年版の農業日誌・ファミリー日誌・

新農家暦を予約販売します。

「農業日誌」（B6版）・「ファミリー日誌」（B5版）

　　　　　　　　　　　　予約特価 1,400 円

「新農家暦」（A5版）　　　　予約特価 410 円

申込方法　 お電話にて下記までお申し込み

ください。

申込締切　10 月 20 日（火）

問・申 農林水産課（北浦庁舎）

　　　☎０２９１－３５－２１１１

農業日誌等の予約受付について

　市では、こころの病をもつ方のためにグ

ループ活動ディケアを実施しています。

　無理のない安心の場での活動を通して日

常生活のリズムを整え、社会復帰を目指し

ませんか。

期　　日　毎月２回

　　　　　（基本的に第１･ 第３金曜日）

時　　間　午前９時 30 分～午前 11 時 30 分

場　　所　市内保健センター等

対　　　　　象　　　　　者　 行方市在住の、精神科に通院中で症

状が安定しており回復期にある方

内　　容　 スポーツ・料理、カラオケ、園

芸など。内容は話し合いで決定。

費　　用　原則として無料

申込方法　下記までご連絡ください。
問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎０２９１－３４－６２００

精神ディケアについて

ーみんなで受けよう！年に一度の健康診査ー

地　区 日　程

麻生地区
（各地区巡回）

10/28（水）・10/29（木）
10/30（金）・10/31（土）

玉造地区
（各地区巡回）

11/13（金）・11/16（月）
11/17（火）・11/18（水）
11/19（木）・11/20（金）
11/21（土）

北浦地区
（北浦保健センター）

11/25（水）・11/26（木）
11/27（金）・11/28（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。

＊ 外国人登録証・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。

○ 健康診査受診券を各世帯に郵送しますの

で、ご確認の上ご都合の良い日に持参し受

診してください。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 27 年度
地域住民健診のお知らせ

茨城県台風 18 号等災害義援金受付

　平成 27 年台風 18 号等により被災された

方々を支援することを目的として、日本赤

十字社茨城県支部では義援金の受付を行っ

ています。

義援金名称　茨城県台風 18 号等災害義援金

受付期間　９月 11 日（金）～ 11 月 30 日（月）

受付口座

銀行名 支店名 口座番号 口座名義

常陽銀行 本店営業部 （普通）
3732178

日本赤十字社
茨城県支部
支部長　橋本昌

筑波銀行 県庁支店 （普通）
1135790

水戸信用金庫 本店営業部 （普通）
0574681

茨城県
信用組合 県庁前支店 （普通）

7551422
ＪＡバンク
茨城県信連 本店 （普通）

0010225

ゆうちょ銀行・郵便局 00120-2-
766741

日赤平成 27 年
台風 18 号等
大雨災害義援金

※ ゆうちょ銀行以外の上記５口座へ振り込まれた場

合は「茨城県台風 18 号等災害義援金」として取

り扱われます。ゆうちょ銀行で受け付けた義援金

については、被災の程度に応じて按分した上で茨

城県・栃木県・宮城県の被災地へ届けられます。

※ 同一金融機関の本店・支店間の窓口からの振込手

数料は無料（ATM およびインターネットバンキン

グを除く）。

※ 受領証をご希望の方は、「日本赤十字社茨城県支

部」へ氏名、住所、電話番号、寄付日、寄付額を

ご連絡ください（所得税等の税控除を受ける際に

は、受領証が必要です）。ゆうちょ銀行・郵便局

での郵便振替をご利用の際に受領証の発行を希望

される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載し

てください。また、社会福祉課（玉造庁舎）でも

上記義援金を受け付けております。

その他

　本義援金は、個人については、所得税法

第 78 条第２項第１号、地方税法第 37 条の

2 第１項第１号及び第 314 条の７第１項第

１号に規定する寄付金、法人については、法

人税法第 37 条第３項第１号の規定に基づく

寄付金に該当します。
問 日本赤十字社茨城県支部総務課

　 ☎０２９－２４１－４５１６

歯周疾患検診のお知らせ

　行方市の歯肉炎・歯周病にかかる外来医療

費は、県内１位（平成 26 年度国保）です。

　歯周疾患は気づかないうちに進

行していきますので、腫れなどの

症状がなくてもぜひ受診し、自分

にあったケアの方法を身につけて

ください。

対　　　　　　象　　　　　　者　 今年度内に 30 歳・40 歳・50 歳・

60 歳・70 歳になり、まだ受けて

いない方（４月に個別通知済）

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

実施期限　 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



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 10 月 8 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

② 10 月 24 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルマロウド筑波（つくば市）

③ 10 月 25 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート

　　　　　　☎ 0280-87-7085　携帯 090-5514-5446

わくわく登山 !!
日　　時　10 月 24 日（土）　9:00 ～ 17:30

場　　所　茨城県内の山々

対　　象　38 歳以下の独身男女　各 15 名

申込期限　10 月９日（金）

ハロウィンパーティー！
仮装ジャンジャンお待ちしてます！

日　　時　10 月 31 日（土）　18:00 ～ 21:30

場　　所　 フェリヴェールサンシャイン（水戸

市白梅 2-3-86）

対　　象　20 ～ 30 歳代の独身者男女　各 15 名

申込期限　10 月 13 日（火）

ミラバケッ婚♪ 2015
～第２弾 クリスマスには一緒に…の巻～
日　　時　11 月７日（土）　12:00 ～ 14:30

場　　所　 Trattoria Luce（トラットリアルーチェ）

　　　　　（神栖市堀割 2-26-15）

対　　象　25 ～ 40 歳の独身女性　10 名

申込期限　10 月９日（金）

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/

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催・共催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

10 月度　英会話カフェ開催！

　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　10 月 18 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　10 月 16 日（金）
問・申  政策秘書課（麻生庁舎）

　　  ☎０２９９－７２－０８１１

　「地域歳末たすけあい運動」

は、共同募金運動の一環として

地域住民の協力のもと、新たな

年を迎える時期に、支援を必要

とする人たちが地域で安心して

暮らすことができるよう、さまざまな福祉活

動を展開するものです。

　その中から市内で暮らす障害者の方へ家

事援助サービスを行います。

対　　　　　　象　　　　　　者

障害者（身体・精神・知的）世帯の方

　①障害者の一人暮らし世帯

　② 世帯構成員がすべて障害者の世帯

　③ 世帯主および配偶者が障害者でお子さ

んがすべて 18 歳未満の世帯

内　　容

① 草抜き・草刈り（家の出入りするところのみ）

②掃除（居間の簡単な掃除）

③窓ガラス掃除（１階のみの内側・外側）

④障子張り（４枚のみ）（日常生活している居間）

⑤網戸の張り替え（４枚のみ）

⑥ 廃棄物の処理（不要品を美化センターへ運

搬。ただし、１件につき、軽トラック１台

まで。美化センターに搬入できる物のみ）

申込方法　 住所・電話番号・氏名・希望するサー

ビスを電話または FAX・郵送にて

下記までお申し込みください。

申込期限　10 月 30 日（金）

問・申 行方市社会福祉協議会

　　　〒 311-3512 行方市玉造甲 403

　　　☎０２９９－３６－２０２０

　　　 FAX ０２９９－５５－４５４５

歳末たすけあい事業のご案内

スポーツレクリェーション大会
期　　日　11 月８日（日）

時　　間　集合：午前９時　雨天時、室内競技のみ

場　　所　北浦運動場第１グラウンドとその周辺

参加資格　中学生以上の市内在住・在勤者

競技種目　 輪投げ・グラウンドゴルフ３ホール・フ

ライングディスク１コース・スポーツ吹

き矢・ウォークラリー

　　　　　※ 種目ごとに得点をつけ、その総合得点

により順位を決定します。

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込期限　10 月 20 日（火）午後５時

第20回社会人サッカー大会
期　　日　11 月 15 日（日）・予備日 22 日（日）

時　　間　集合 : 午前８時　試合開始 : 午前９時

場　　所　北浦運動場第１グラウンド

参加資格　市内在住・在勤者（高校生を除く）

審　　　　　判　　　　　員　�各チーム必ず３名の審判員をお願いしま

す（うち１名は有資格者であること）。

参　　　　　加　　　　　費　１チーム 3,000 円（代表者会議時に徴収）

申込締切　11 月７日（土）午後５時

○ 代表者会議を 11 月７日（土）午後７時 30 分より

北浦体育館会議室で行います（参加チーム代表者

は出席願います）。

バランスボール教室
期　　日　10 月 27 日～１月５日　毎週火曜日　

時　　間　午後８時～午後９時 30 分

★麻生会場　麻生公民館２階研修室

　① 10 月 27 日② 11 月 10 日③ 11 月 17 日

★玉造会場　玉造公民館２階大ホール

　① 11 月 24 日② 12 月１日③ 12 月８日

★北浦会場　北浦公民館２階会議室

　① 12 月 15 日② 12 月 22 日③１月５日

参加対象　成人（25 名定員）

申込締切　10 月 20 日（火）

参　　　　　加　　　　　費　１回 300 円　※保険代等

ウオーキング教室（市内歴史探検 !!）
◆北浦散策コース

期　　日　11 月８日（日）

時　　間　午前９時～正午

　　　　　（北浦公民館午前８時 30 分集合）

◆麻生散策コース

期　　日　12 月 20 日（日）

時　　間　午前９時～正午

　　　　　（麻生公民館午前８時 30 分集合）

参加対象　小学生以上（30 名定員）

申込締切　10 月 30 日（金）

参　　　　　加　　　　　費　１回 300 円　※保険代等

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

　茨城県では、住宅の新築やリフォーム、耐

震改修などの住まいづくりに関する無料相談

会を開催しています。相談には、建築士の資

格を持つ専門技術者が対応します。

期　　日　毎月第１・３土曜日（祝祭日除く）

時　　間　午前 10 時～午後４時

場　　所

◆水戸会場

（一財）茨城県建築センター本部事務所

（水戸市笠原町 978-30）

◆つくば会場

（一財）茨城県建築センター県南事務所

（つくば市松代 1-18-1）

申込方法　直接相談会場にお越しください。

※ 住宅、敷地の状況が分かる図面や写真等が

あればご持参ください。

問 一般財団法人茨城県建築センター

　 本部事務所　☎０２９－３０５－７３００

　 県南事務所　☎０２９８－６０－８０８８

住まいの無料相談会

　鹿行地域の水道水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　11 月８日（日）

時　　間　午前８時 30 分～正午

場　　所　鉾田水処理センター

　　　　　（鉾田市安塚　北浦湖岸沿い）

内　　容

①ウオーキングコース（湖岸約９km）

②北浦周辺の自然観察会コース（湖岸約 3.5km）

※ゴミ拾いをしながらウオーキングします。

参　　　　　加　　　　　費　100 円（保険料等）

申込締切　10 月 20 日（火）

申込方法　 電話、FAX またはメールで下記ま

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13回たすきで繋ぐ
北浦一周ウォーキング

《ガス溶接技能講習》
期　　日　 11 月 14 日（土）～ 15 日（日）

時　　間　午前８時 50 分～午後５時

定　　員　20 名（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,750 円（テキスト代含む）

申込期限　10 月 21 日（水）

申込方法　 往復はがきまたはホームページ

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

　もやもや・人間関係・お酒の問題・ひきこ

もり・こころの病気の心配など、ひとりで悩

まずに、ぜひご連絡ください。

場　所 時　間 日　程

北浦保健
センター

午後 1 時～
午後４時

10 月 28 日（ 水 ）
11 月 18 日（ 水 ）
12 月  9 日（ 水 ） 

玉造保健
センター

午前 10 時～
午後 1 時

11 月 27 日（ 金 ）
 1 月 22 日（ 金 ）

対　　　　　象　　　　　者

・ こころの問題を抱えるご本人、ご家族（ご

家族のみの相談も可）

・ 自分や家族の事、人間関係などで悩んでい

る方など

内　　容　�精神科医師、精神保健福祉士に

よる個別相談

　　　　　※ 相談は無料。相談内容は一切

もらしません。

申込方法　 前もって予約が必要です。電話

等で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

こころの健康相談のご案内

期　　日　11 月 11 日（水）・12 日（木）

時　　間　午前９時 30 分～午後 12 時 30 分

内　　容　�授業公開、教育講演会、教材展示、

作業製品の展示・販売

申込方法　 FAX にて「参加希望日・氏名・性別・

電話番号・FAX 番号」を記入の上、

11 月２日（月）までに下記までお

送りください。

問・申  茨城県立鹿島特別支援学校

　　  ☎ ０２９９－８２－７７００

　　  FAX  ０２９９－８４－１５７６

平成27年度
茨城県立鹿島特別支援学校学校公開

　情報系の進学を希望している方、技術を

身に付けたい方はぜひご参加ください。

期　　日　 10 月 10 日（土）、11 月 14 日（土）、

平成 28 年２月 27 日（土）

場　　所　 茨城県立産業技術短期大学校（水

戸市下大野町 6342）

内　　容　 学校見学、体験授業（マルチメ

ディア、スマホアプリ作成等）

申込方法　 各開催日の前日までにお問い合

わせください。
問・申 茨城県立産業技術短期大学校

　　　☎０２９－２６９－５５００
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