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　今年度最後のご案内となる総合健診を次

の日程で行います（予約制）。

　今回の募集は、今年度に健診を受けていな

い方が対象となります。６月・７月に行われ

た総合健診および現在地区巡回で行われて

いる住民健診を受診された方や受診予定の

方は申し込みできません。

　胃がん検診・腹部超音波検診も同時実施し

ますのでこの機会に受診しましょう！

※�検診項目により対象年齢が異なります。詳

細については、ご案内チラシまたはホーム

ページでご確認ください。

日　　時

　【麻生保健センター】

　１月 24日（日）・１月 25日（月）

　【玉造保健センター】

　１月 31日（日）・２月１日（月）

　【北浦保健センター】

　２月７日（日）・２月８日（月）

申込方法

　各戸に配布された総合健診（ミニドック）

のご案内に付いている申込はがきにご記入

の上ポストへ投函してください。市のホーム

ページ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。11 月 24 日（火）必着

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎０２９１－３４－６２００

どぶろく祭り
　春日神社境内の酒蔵で仕込んだ濁酒（ど

ぶろく）を参拝者に振る舞い、五穀豊穣や

家内安全を祝うこのお祭りは、約 1200 年前

から続く伝統行事です。

期　　日　11月 23 日（月）

場　　所　春日神社（青沼）

問�行方市観光協会

　�☎０２９９－５５－１２２１

観光イベント情報

　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

11 月 19 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

11 月 19 日（木）

〈午前〉10:00 ～ 13:00〈午後〉14:00 ～ 15:30

協力：麻生創生会

◇ベイシア玉造店

12 月 14 日（月）

〈午前〉10:00 ～ 12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00

◇行方市役所 北浦庁舎

12 月 24 日（木）

〈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

　青少年向けの科学の実験・サイエンス

ショー（32ブース出展）が体験できます。

期　　日　11月 15 日（日）

時　　間　午前 9時 30 分～午後 3時 30 分

　　　　　※入場は午後３時まで

場　　所　潮来市立潮来第二中学校

入　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　料　無料

※�当日、自由に参加できます。上履き等をお

持ちください。

問���青少年のための科学の祭典・鹿行地区大

会実行委員会（潮来市教育委員会中央公

民館生涯学習グループ）

　�☎０２９９－６６－０６６０

総合健診「ミニドック」のお知らせ

協働・共創募集します！　　　　　　

なめがた元気補助金
　市では、市民団体またはグループが主体

的に実施する公共性、公益性の高いまちづ

くり活動に対して、予算の範囲内で補助金

を交付します。皆さまからの積極的なご応

募をお待ちしています。

●応募期間

　11月２日（月）～ 11月 30 日（月）

●申請できる方は

　５名以上で構成されているグループ等（構

成者の過半数が市内に在住・在勤している

こと）

●対象となる活動は

　各グループまたは団体が自主的に取り組

む、公共性、公益性の高い事業（他の補助・

支援制度を受けている場合は対象外となり

ます）

例：地域活性化事業／福祉・子育て支援活

動／環境・防犯活動／芸術・文化活動等

●補助の対象となる経費・金額は

　まちづくり事業に要する経費（上限は１

団体 20万円／継続は３年を限度）

※�飲食費等、該当しない経費もございます

ので、事前にご相談ください。

●申請からの流れ

　資料請求⇒資料送付⇒申請⇒審査⇒結果

通知⇒交付申請⇒交付決定⇒事業実施⇒実

績報告

※詳細は、下記までお問い合わせください。

【ご注意】事業内容の変更、中止や不正行為

等があった場合は交付決定が取り消しとな

ります。

問・申�政策秘書課（麻生庁舎）

　　　☎０２９９－７２－０８１１

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　11月 24 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

青少年のための科学の祭典
鹿行地区大会　潮来会場

茨城県民の日
霞ヶ浦ふれあいランド
無料開放
　11 月 13 日は県民の日のため

入館料が無料となります。霞ヶ浦絵画コン

クールの作品も展示中です。

　皆さまお誘い合わせの上ご来館ください。

期　　日　11月 13 日（金）

時　　間　午前９時 30分～午後４時 30分

問�一般財団法人　行方市開発公社

　�☎０２９９－５５－３９２７

なめがた地域総合病院 第３回健康教室
「社会資源の活用について」

講　　師　ソーシャルワーカー

　　　　　　　山本　将史先生

期　　日　11月 12 日（木）

時　　間　午後２時～午後３時

場　　所　なめがた地域総合病院３階会議室

参　　　　　加　　　　　費　無料（事前申込不要）

問�なめがた地域総合病院　看護部

　�☎０２９９－５６－０６００

難病医療講演会「突発性拡張型心筋症
と上手につきあうための知識」

講　　師　鹿嶋ハートクリニック院長

　　　　　　　黄　恬瑩先生

期　　日　11 月 12 日（木）

時　　間　午後２時～午後４時 30分

　　　　　（受付：午後１時 30分～）

※�講演会終了後（午後３時 40 分～）、交流

会を予定しています。

場　　所　レイクエコー　講座室２

対　　象　�特発性拡張型心筋症の患者さん、

ご家族など

申込方法　�お電話または FAX で下記までお

申し込みください。

問・申�潮来保健所　保健指導課

　　��☎０２９９ー６６ー２１７４

　　�� FAX ０２９９ー６６ー１６１３

子育て世代の
ワーク・ライフ・バランス講座

　「くらす・そだてる・はたらく」を考える。ワー

ク・ライフ・バランスで調和のとれた生活を。

期　　日　11月 20 日（金）

時　　間　午前 10時 30 分～正午

場　　所　レイクエコー　多目的ホール

講演内容　「親子の根っこを育てる

　　　　　　　　　『行事育』の楽しみ方」

講　　師　三浦　康子氏

　　　　　（和文化研究家、ライフコーディネーター）

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　�①氏名②市町村名③連絡先を下

記までご連絡ください。

　　　　　※定員（300 人）になり次第締切

問・申��レイクエコー（茨城県女性プラザ　女

性プラザ課）　行方市宇崎 1389

　　��☎０２９９－７３－２３００

　　�� FAX ０２９９－７３－３９２５

平成 27 年度　生涯学習講演会

　ココロとココロのつながり方、悩み、不安

の解消術教えます！

期　　日　11月 28 日（土）

時　　間　午後１時 20分～午後３時

　　　　　（開場：午後 12時 20 分）

場　　所　レイクエコー　多目的ホール

講演内容　「毎日トクしている人の

　　　　　　　　　名越式ココロの整理術」

講　　師　名越　康文氏

　　　　　（精神科医、相愛大学・高野山大学客員教授）

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　�①氏名②市町村名③連絡先を下

記までご連絡ください。

　　　　　※定員（300 名）になり次第締切

問・申��レイクエコー（茨城県女性プラザ　生

涯学習課）　行方市宇崎 1389

　　��☎０２９９－７３－２３００

　　�� FAX ０２９９－７３－３９２５

期　　日　11月 22 日（日）

内　　容

　【第１部】　午後２時～

　地域医療を考えるシンポジウム

　【第２部】　午後３時～

　健康づくり講演会

　　演　題：「私の健康づくり」

　　　　　　　　～ 80歳エベレスト登頂～

　　講　師：三浦　雄一郎氏

場　　所　行方市文化会館

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　�電話・FAX・市ホームページから

お申し込みください。

　　　　　※定員（500 名）になり次第締切

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）

　　　☎０２９１－３４－６２００

地域医療と健康づくり講演会



婚活ナビ☆パーティー情報☆

みんなでしゃべらないと ! 拡大版 !!
～ちょこっとセンター見学会もアリ～

日　　時　11 月 29 日（日）　13:40 ～ 17:00

場　　所　�茨城県三の丸庁舎　３階Ｂ会議室

（水戸市三の丸 1-5-38）

対　　象　30歳代の独身男女　各 15名

申込期限　11月 13 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

11 月度　英会話カフェ開催！

　外国人と気軽に英語でおしゃ

べりを楽しみませんか？英語が

上手に話せなくても大丈夫で

す。当日はゲストティーチャー

としてＡＬＴにお越しいただく予定です。

期　　日　11月 15 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　11月 13 日（金）

問・申��政策秘書課（麻生庁舎）

　　��☎０２９９－７２－０８１１

行方市民インディアカ大会

期　　日　12月６日（日）

時　　間　午前 9時開会

場　　所　玉造 B&G海洋センター��アリーナ

参加資格　�市内在住・在勤者（中学生以上女

性のみ）

競技規則　�インディアカ競技規則に準ずる。

ただし、１チーム監督・交替要員

を含め８名以内で構成する。

参　　　　加　　　　　費　１チーム　1,000 円

　　　　　（代表者会議時に納入）

申込締切　11月 26 日（木）　午後５時

○�代表者会議を 11 月 26 日（木）午後７時か

ら北浦体育館２F会議室で行います。参加

チーム代表者は必ず出席してください。

第10回行方市バスケットボール大会

期　　日　11 月 28 日（土）

時　　間　午前８時 30分開会

場　　所　北浦運動場　体育館

参加資格　�市内在住・在勤者（高校生以上の

男・女）※１チーム８名以上

参　　　　加　　　　　費　１チーム　2,000 円

　　　　　（大会当日に納入）

申込締切　11月 17 日（火）午後５時

第１０回行方市混合バレーボール大会

期　　日　12月６日（日）

時　　間　�午前８時 30分開会

場　　所　麻生運動場体育館

参加資格　�市内在住・在勤者で構成したチー

ムであること（生徒・学生を除く）

試合方法　�予選　ブロックリーグ戦（予定）

決勝　トーナメント戦（予定）

参　　　　加　　　　　費　１チーム　3,000 円

　　　　　（代表者会議時に納入）

申込締切　11月 20 日（金）午後５時

○�代表者会議を 11 月 27 日（金）午後７時か

ら北浦体育館２階会議室で行います。 期　　日　12月５日（土）　※雨天決行

時　　間　午前９時 30分～午後２時頃

　　　　　（受付：午前９時～）

対　　象　健康で 10km ぐらい歩ける方

場　　所　あそう温泉白帆の湯駐車場

　　　　　（一番奥の方へ駐車）

参　　　　　加　　　　　費　３００円（中学生以下は無料）

持　　　　　ち　　　　　物　�飲み物、昼食、レジャーシート、

雨具等

申込方法　�はがきまたは電話で下記までお

申し込みください。当日のお申

し込みも受け付けます。

問・申�茨城県ウォーキング協会　宮本�元治

　　　行方市玉造甲 4523

　　　☎０２９９－５５－０３３１

いばらきヘルスロード 365 行方市大会
「あそう温泉白帆の湯、

名所旧跡を巡るコースを歩く」

期　　日　11月 21 日（土）

時　　間　午前 10時～午後 4時

場　　所　鹿島宇宙技術センター（パラボラ）

入　　　　　　　　　　場　　　　　　　　　　料　無料

主な公開内容

　�・宇宙を観測する34ｍアンテナにタッチ！

　・衛星を捕まえてみよう！

　・人工衛星の動きを知ろう！

　・アマチュア無線局 8N100ICT 開局

　・電波相談

　・�工作教室（先着 120 名、当日整理券配布）

など

問�情報通信研究機構��鹿島宇宙技術センター

　�鹿嶋市平井 893-1�☎０２９９－８２－１２１１

鹿島宇宙技術センター施設一般公開
電波と宇宙を身近に感じよう！

　市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法

第 383 条の規定により、毎年１月１日（賦

課期日）現在の資産の所有状況について申告

していただくことになっています。

　平成28年度分の申告期限は2月1日です。

年中に資産の増減がなく昨年の申告から変

更がない場合でも、償却資産を所有している

方は申告が必要となりますのでご注意くだ

さい。

　なお、所得税の減価償却費で償却資産を計

上している方等につきましては、12 月中旬

頃の通知にて申告のご案内をさせていただ

きますので、ご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。

問�税務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

固定資産税（償却資産）
申告のお知らせ

鹿島産業技術専門学院
オープンキャンパスのご案内

期　　日　�11 月 18 日（水）

時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分

内　　容

・学院の概要説明

・�プラント保守科または生産 CAD 科の訓練

体験

※�詳細はホームページ内「お知らせ」をご覧

ください。

申込方法　�下記までお電話ください。

鹿島産業技術専門学院よりお知らせ

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/

あなたの進路　輝かせませんか？
平成 28 年度学院生（H28 年４月入校生）募集

募集訓練科

①プラント保守科（２年訓練）

②生産 CAD 科（１年訓練）

試　　　　　　　　　　験　　　　　　　　　　日　12 月４日（金）

　　　　　※出願締切 11月 27 日（金）

※�出願にあたっては、まず下記までお問い合

わせください。

　このコンサートは、湖と緑に囲まれた豊か

な自然環境の地「なめがた」で、これから世

に出ようとする若く実力ある音楽家と行方市

民の交流の場をつくり、地域に根ざした音楽

のまちづくりを目指したものです。すばらし

い音楽で、秋のひとときをお楽しみください。

期　　日　11月 29 日（日）

時　　間　開場：午後２時

　　　　　開演：午後２時 30分

場　　所　行方市文化会館

入　　　　　場　　　　　料　無料（542 席）

協　　力　�譜久島肇・御
おんがくかい

楽会（御邊典一門下

生の会・音楽工房「ログ」）

問�生涯学習課（北浦公民館内）

　☎0291-35-2908　 FAX �0291-35-3773

第４回御
お ん が く か い

楽会による
ピアノプロムナードコンサート

　鉾田農業高校産の花類（シ

クラメン・ポインセチア等）、

野菜類（ゴボウ・ダイコン等）、

米などの農産物、焼き菓子な

どの加工品を販売します。

※�販売品目は都合により変更になる場合が

あります。

期　　日　11 月 21 日（土）

時　　間　�午前９時 30 分～午後１時 30 分

※雨天決行

場　　所　茨城県立鉾田農業高等学校　農場

内　　容　�学科企画、農産物・加工品販売、

模擬店等

問�茨城県立鉾田農業高等学校

　�鉾田市徳宿 2997-1

　�☎０２９１－３６－３３２９

第 27 回鉾田農業高等学校文化祭
『緑苑祭』

船舶免許更新失効講習会

期　　日　12月３日（木）

時　　間　午前９時～

場　　所　潮来ホテル（☎ 0299-62-3130）

必要書類

　・船舶免許コピー　１枚

　・写　真（タテ 4.5㎝×ヨコ 3.5㎝）　２枚

　・住民票（本籍地記載のもの）　１枚

　・料　金　�〈更新〉11,000 円

　　　　　����〈失効〉16,000 円

申込方法　�必要書類を添えて下記までお申

し込みください。

申込締切　11月 19 日（木）

問・申�水郷ボートサービス株式会社

　�　�潮来市潮来5043��☎０２９９－６３－１２３１

水戸財務事務所では
無料相談窓口を開設しています

　一人で悩まず、まずはお電話

ください。相談無料です。

■連　　　　　　　　　　絡　　　　　　　　　　先

＜借金の返済にひとりで悩んでいませんか？＞

　☎０２９－２２１－３１９０

　（平日午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分）

＜だまされないで！詐欺的な投資勧誘！＞

　☎０２９－２２１－３１９５

　（平日午前８時 30分～正午、午後１時～午後５時）

問�財務省　関東財務局　水戸財務事務所

　�☎０２９－２２１－３１９０


