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行方ウィンターフェスタ2015
　毎年恒例の行方市冬の風物詩。光の織り

成すイルミネーションをご覧ください。

期　　間　12月 5日（土）～ 12月 31 日（木）

点灯時間　午後５時～午後 10時

　　　　　※ 31日（木）は一晩中点灯予定

場　　所　麻生公民館および駐車場

★ �12 月５日（土）は点灯式イベントを行い

ます。ブラスバンドの演奏や、屋台村で

のお食事をお楽しみください。

問�ウィンターフェスタ実行委員会

　（行方市商工会青年部）☎ 0299-72-0520

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。
◇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

◇カインズホーム玉造店

１月６日（水）

〈午前 10:00 ～12:15〈午後〉13:30 ～ 16:00
問�健康増進課（北浦保健センター内）

　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

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　12月 22 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

なめがた地域総合病院 第４回健康教室
「身体を動かしながら脳をトレーニングしよう」

講　　師　作業療法士　木鉛�聡恵先生

期　　日　１月７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

鹿行スポーツボウリング推進協議会
主催「第 15 回無料スクール」

【無料体験スクール】

日　　時

１月 18日（月）・19日（火）・20日（水）

　　　　　午前 10時 15 分～午前 11時 45 分

１月 21 日（木）・24日（日）

　　　　　　　　午後６時 30分～午後８時

場　　所　鹿島ボウル（鹿嶋市宮中 290-1）

【キャリーハートクラブ】

＊�障害者手帳をお持ちの方限定クラ

ブ（鹿島ボウルにて貸靴およびボ

ウリングゲーム代割引）

＊�全国障害者スポーツ大会参加選手

を毎週１回、無料レッスン実施中

※詳しくはお問い合わせください。

問��鹿行スポーツボウリング推進協議会　　

（鹿島ボウル内）　☎０１２０－８４－６７６７

募集人数　40名

受験資格　�中学校以上を卒業

の者（卒業見込み

者を含む）

受　　　　　　験　　　　　料　10,000 円

出願期間　１月７日（木）～ 14日（木）

入学試験　１月 20日（水）

試験科目　数学・国語・作文・面接

合格発表　１月 27日（水）

※詳細はお問い合わせください。

問・申�鹿島医師会附属准看護学院

　　鹿嶋市宮中 1998-2　☎ 0299-82-7278

鹿島医師会附属准看護学院生徒募集

　１月 10日は ｢110 番の日｣ です。

　110 番は、事件・事故などの緊急の対応を

必要とする場合の警察への緊急通報手段で

あり、緊急を要しない相談などは、相談専用

電話（♯ 9110 ）を利用してください。

　携帯電話で 110 番通報するとき

は、所在地や番地、目標物を確認

するほか、通話中は、できる限り

場所を移動しないでください。

問�行方警察署　

　☎０２９９－７２－０１１０

安心をつなぐダイヤル１１０番

やさしいつるし雛つくり教室
　誰でも自分で作れるやさしいつるし雛つ

くり教室の開催です。

期　　日　�12月15日・12月22日・1月5日・

1月 12 日・1月 19 日・1月 26 日

（火曜日　全 6回）

時　　間　午後７時～午後９時

場　　所　行方市商工会

受　　　　　講　　　　　料　１名 3,000 円（材料代込み）

申込締切　12月 14 日（月）

問・申�行方の雛まつり実行委員会

　　��（行方市商工会内）☎ 0299-72-0520

　成人の日の意義を考え未来

への門出を祝う、平成 28 年

行方市成人式を挙行する運び

となりましたので、ご案内申

し上げます。

期　　日　１月 10日（日）

時　　間

　○受　　付　午前９時～

　○式　　典　午前 10時～

　○アトラクション　午前 11時～

　○記念撮影　正午～

※記念撮影が終わり次第、解散となります。

会　　場　行方市文化会館（山田 2175）

※�対象となる方へは、11 月にご案内のハガ

キを郵送しています。詳しくは下記までお

問い合わせください。

問�生涯学習課（北浦公民館内）

　　☎０２９１－３５－２９０８

平成 28 年行方市成人式のご案内

平成 28 年 2 月 18 日から、119 番通報が『いばらき消防指令センター』へ

　現在、鉾田市安房の鹿行広域事務組合消防本部指令

室で受信している 119 番通報を、平成 28 年 2 月 18 日

から、水戸市内原町の『いばらき消防指令センター』

で受信します。

　『いばらき消防指令センター』は、茨城県内 20 消防

本部 33 市町の災害通報の受信、出動指令その他の消防

指令業務を共同で行うもので、業務を行う指令員は茨

城県内の各消防本部職員で構成されています。

【従来との変更点】

〇�緊急車両の現場到着時間を短縮するため、災害発生地点から一番近い緊急車両が出動する

ようになります（※原則は、潮来市・行方市・鉾田市の消防署・出張所から出動します）。

【119 番通報の方法・119 番通報のポイント】

○ �119 番通報の方法は、従来どおり「119」とダイヤルしてください。ただし、いばらき消

防指令センターでは、茨城県内の複数の市町から 119 番通報を受け付けますので、指令

員に住所を告げる場合には、市町名から順にお伝えください（例：○○市○○ 1234-5）。

○�集合住宅や分譲地特有の個別番号（例：A-123 等）では、住所が特定できませんので、上

記のとおり市町から伝えるようにお願いします。

○�緊急時、最寄りの消防署へ電話する方がいらっしゃいますが、これからは消防署の一般電

話ではなく「119 番」にダイヤルしてください。災害地点の特定など、より迅速な対応が

可能となります。

【指令センターからのお願い】

〇 �119 番は緊急専用電話です。火災等のお問い合わせ、病院紹介等のお問い合わせは次の番

号へお願いします。

　◆火災等のお問い合わせ

　　【災害情報等案内用テレホンサービス】☎０２９１－３２－２１１９

　◆病院紹介等のお問い合わせ

　　【茨城県救急医療情報コントロールセンター】☎０２９－２４１－４１９９（24時間対応）

○ �119 番通報時に「サイレンは鳴らさないで来てほしい」と希望される方がいらっしゃいま

すが、消防車や救急車の緊急走行は、赤色回転灯の点灯とサイレンの吹鳴が法律で義務付

けられています。サイレンを吹鳴せず現場に出動することはできません。皆さまのご理解・

ご協力をよろしくお願いします。

問�鹿行広域事務組合消防本部　警防課　☎０２９１－３４－８１１９

「プラスワン休暇」で
３日以上の連続休暇を

　仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）のために、

２日以上の休日に年次有給休暇

を組み合わせて、３日以上の連

続休暇を取得してはどうでしょうか。

　各企業の皆さま、厚生労働省の「働き方・

休み方改善ポータルサイト」では参考となる

具体的な取り組み事例を掲載しています。年

次有給休暇に関しては、下記までお問い合わ

せください。

問�茨城労働局　監督課　☎ 029-224-6214

育休等生活資金貸付制度のご案内

　県では、育児休業・介護休業中の勤労者の

生活の安定を図るため、休業中の生活資金を

低利で融資しています。

対　　象　�県内在住の勤労者で、現在の勤務

先に１年以上勤務し、前年税込年

収 150 万円以上で、育児（介護）

休業を取得し、休業終了後復職す

ることが確かな方

金　　利　年 1.5％（別途保証料：年 0.7％）

融　　　　　資　　　　額　�100 万円まで（休業１月あたり

10万円限度）

問�茨城県労働政策課　☎ 029-301-3640

　またはお近くの中央労働金庫（県内）



婚活ナビ☆パーティー情報☆

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

12 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　12月 20 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　１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　12月 18 日（金）

問・申��政策秘書課（麻生庁舎）

　　��☎０２９９－７２－０８１１

ホストファミリー募集
　行方市スポーツ少年団では、日本体育協会

日本スポーツ少年団が実施する日独スポーツ

少年団同時交流事業によりドイツから来日す

る少年団を、行方市で来年夏に受け入れるこ

ととなりました。

　そこで、７月下旬から８月上旬の５泊６日

の日程でドイツから来市する青少年（16 歳

位～ 20 歳位）の受け入れ家庭を募集してい

ます。

　外国人とコミュニケーションをとってみた

い方など、普段どおりの生活の中で気軽に国

際交流をしてみませんか。

　１人～２人の受け入れをしていただける方

は、ご連絡ください。

問�スポーツ振興課（スポーツ少年団事務局）

　☎０２９１－３５－２１２０

　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

　放送大学はテレビ等の放送やインターネッ

トを利用して授業を行う通信制の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業したい、学び

を楽しみたいなど、さまざまな目的で幅広い

世代・職業の方が学んでいます。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科

学など、幅広い分野を学べます。

出願期間　第１回　２月 29日まで

　　　　　第２回　３月 20日まで

※�資料を無料で差し上げています。下記まで

お気軽にご請求ください。

問�放送大学茨城学習センター

　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　平成 28 年度第１学期
（４月入学）学生募集

　本との出会いを通して、想

像力豊かな人間性・表現力

を養い、あわせて読書意欲

の高揚、読書活動の推進を

図ることを目的に、読書感想文を募集します。

対　　象　小学生・中学生および一般

　　　　　（１人１点）

　　　　　※行方市在住・在勤・在学

規　　定　本の題名・種別は自由

　　　　　400 字詰め原稿用紙　３枚以内

　　　　　�（小学 1 年生は 240 字詰め原稿用

紙 3枚以内）

募集締切　1月 15 日（金）

提　　　　　出　　　　先　小学生・中学生は各学校へ提出。

　　　　　�一般の方は市立図書館へお持ち

ください。

表　　　　　彰　　　　等　�審査委員会において審査し、小学

生低学年の部・中学年の部・高学

年の部、中学生の部、一般の部で

表彰。

表　　　　　彰　　　　式　2月 20 日（土）

問・申�市立図書館　☎ 0299-55-1495

読書感想文を募集します

「スキー教室」参加者募集
期　　日　1月 15 日（金）～ 17日（日）

集合・出発時間　15日（金）

　　　　　　　　午後 7時 30 分（1.5 泊）

集合場所　玉造 B&G 海洋センター

対　　象　市内在住・在勤者

　　　　　（中学生以下は保護者同伴）

人　　数　45人（定員になり次第締切）

場　　所　苗場スキー場（新潟県）

宿泊場所　新潟県魚沼郡三国「三国屋旅館」

　　　　　　℡ 0257-89-2034

参　　　　　　加　　　　　　費　一　　般　25,000 円

　　　　　小学生以下　20,000 円　

※�参加料は、宿泊代・バス代・リフト代２日

分を含んだ料金となります。出発日に納入

してください。

その他の費用　�昼食代２回および夕食代１回、

レンタルスキー料金２日で約

3,000 円が個人負担となります。

申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話

番号、勤務先（学校名）、スキー

板の有無（レンタル希望の方は、

身長・靴サイズ）を明記して下記

へはがきまたは FAX でお申し込

みください。

申込締切　12月 26 日（土）　期日厳守

※スノーボードでの参加はできません。

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

　読み聞かせに興味のあ

る方、お子さんと一緒に

絵本を楽しみたい方、ボ

ランティアをしてみたい

方 ･･･ 一緒に学んでみま

せんか。

期　　日　第１回　２月７日（日）

　　　　　第２回　２月 14日（日）

時　　間　午後 1時 30 分～午後３時 30分

場　　所　市立図書館

講　　師　柳澤　由紀子先生

対　　　　　象　　　　　者　一般市民

定　　員　20 名程度

申込方法　�下記まで直接お申し込みいただ

くか、電話または FAX にてお申

し込みください。※月曜日は除く。

申込締切　１月 15日（金）

問・申�市立図書館　行方市玉造乙 1175

　　��☎ 0299-55-1495　 FAX �0299-55-3452

「読み聞かせ講座」受講生募集

◆映画「サクラ花～桜花最期の特攻～」
　この映画は、戦争末期、神之池基地（現

在の鹿嶋市・神栖市）で訓練が行われた特

攻機「桜
お う か

花」を描いた映画です。

　撮影は県内を中心に、当市でも玉造甲の

大宮神社にて行われました。戦後 70 年と

いう節目に、改めて平和について考える機

会を与えてくれる作品です。

期　　日　12月 20 日（日）

第１部　上映：午前 10時（開場：午前９時 30分）

第２部　上映：午後２時　（開場：午後１時30分）

◆歌謡笑
　奈良崎正明、桜ゆみ、玉川カルテット出

演！豪華出演者による日本の心のうたと笑

いをお楽しみください。

期　　日　２月７日（日）

時　　間　開演：午後５時（開場：午後４時30分）

行方市芸術鑑賞のつどい

会　　場　行方市文化会館（山田 2175）

料　　金　無料

申込方法　�チケット（無料整理券）は、生涯学

習課・麻生公民館・北浦公民館・玉

造公民館の各窓口で配布しています。

※�入場に際しては、チケット（無料整理券）を

ご用意ください。チケットをお持ちでない方

も入場はできますが、チケットをお持ちの方

を優先し入場していただきます。ただし、お

席が満席の場合はご遠慮いただきます。

問�生涯学習課（北浦公民館内）
　�☎０２９１－３５－２９０８

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　１月 14日（木）　19:00 ～ 21:30

場　　所　�鹿島セントラルビル（神栖市大野原

4-7-1　８階）

対　　象　30歳代・40 歳代の独身男女　各 12名

申込期限　１月５日（火）

　松尾芭蕉の紀行文「鹿島紀行」

は、貞享４（1687）年８月 14

日に深川の芭蕉庵を出て、鹿島

へ月を見に来た時の小文の紀行

文です。

　しかしながら、「奥の細道」などに比べる

と、研究も進まず不明な部分が多い。鹿行

歴史研究会では、地元ならではの研究を当

時の時代背景に即した解明を進めています。

調査途上ではありますが、従来の解説では説

明しきれない不明な部分も含めて、途中報告

させていただくのが今回の目的です。

　これを機に、江戸時代前期の鹿島一帯を知

り、郷土へ愛着を深めていただければ喜びと

するところです。

期　　日　１月 19日（火）

時　　間　午後１時 30分～午後４時 30分

会　　場　レイクエコー大研修室

募集人数　30名（先着順）

受　　　　　講　　　　　料　無料

申込方法　下記まで事前にご連絡ください。

問・申�鹿行歴史研究会事務局

　　　☎０９０－４１３９－１７９９（中田）

鹿行歴史研究会例会
「芭蕉の鹿島紀行を紐解く」聴講生募集

　鹿行地域看護職員再就業事業所では、ブ

ランクのある未就業の看護職員に対し、不

安の解消を図り職場復帰を円滑にすること

を目的に、再就業支援をしています。

　看護資格を生かし職場復帰が円滑に行く

よう、再就業に向けて研修を実施します。

　実務研修は、希望の医療機関で５日間、

看護の基礎技術を学び、雇用一体型の試用

研修では働きながら（給料支給）最長３カ

月まで研修を行います。どうぞお気軽にご

相談ください。お電話をお待ちしています。

問��茨城県看護協会鹿行地域看護職員再就業支

援事業所（鹿嶋訪問看護ステーション内）

☎０２９９－８３－６０８８（担当：前島・後藤）

あなたの看護職の資格を
もう一度生かしてみませんか


