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第４回行方の雛まつり「稚児行列復活
とテント市」お稚児さん募集！

　蓮城院虚空蔵菩薩ご宝前にて護摩祈祷後、

麻生陣屋通り商店街から麻生藩家老屋敷ま

でを行列していただきます。

期　　日　2月 21 日（日）※小雨決行

会　　場　蓮城院（麻生 1122-1）

　　　　　※着付けは下渕会館で行います。

費　　用　8,000 円（�稚児貸衣装、草履、足袋、

着付け等）

募集人数　20人　※先着順、定員になり次第締切

募集年齢　５歳から７歳までの男女

申込締切　１月 15日（金）

申込方法　下記までご連絡ください。
＊�お稚児さんとは、虚空蔵菩薩様のご加護を受け、

お子様の心豊かなる成長と幸福を願い、装束を身

に着けて参加していただくものです。

問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

　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

　１月 30日（土）

　〈午前〉10：00 ～ 12：15

　〈午後〉13：30 ～ 16：00

◇行方市役所　玉造庁舎

　２月９日（火）

　〈午前〉9：30 ～ 11：30
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

便利な自動車税の口座振替
をご利用ください

　一度手続きすると自動車税（軽自動車を除

く）納付のために金融機関に出向く必要がな

く、新しく自動車を取得したときも再度お申

し込みの手続きは必要ありません。

　預金口座のある県内の金融機関で、口座の

届出印をお持ちいただき、備え付けの申込

用紙にご記入いただくことで簡単に手続き

することができます（ゆうちょ銀行（旧郵便

局）、一部金融機関を除く）。

※�平成 28 年２月末までにお申し込みいただ

くと、平成 28 年度の自動車税から口座引

き落しになります。

問�茨城県行方県税事務所　管理係

　�☎０２９９－７２－００４１

毎日通学できない方

でも学べる通信制

（単位制）！

受付期間

■一般入学（新入学）

　３月 10日（木）～３月 23日（水）

■編入学・転入学

　３月４日（金）～３月９日（水）

　※いずれも、土曜日・日曜日を除く

願書書類の交付　１月 12日（火）～

※詳しくはお問い合わせください。

問�茨城県立水戸南高等学校（通信制）

　〒310-0804水戸市白梅2-10-10

　☎０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）

　 URL http://www.mitominami-h.ibk.ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
平成 28 年度　生徒募集

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　偕楽園と茨城県近代美術館をめぐります。

期　　日　３月２日（水）

時　　間　玉造保健センター駐車場

　　　　　午前８時 30分出発

対　　象　市内在住の 65歳以上の方

　　　　　先着 30人

参　　　加　　　費　1,500円（近代美術館入場料は各自負担）

申込締切　１月 31日（日）

申込方法　�往復はがきに下記のように記入

の上、お申し込みください。キャ

ンセルは、至急委員会までご連絡

ください。

　　　　　※車内は禁酒禁煙です。

郵便番号

住所

氏名

〒 311-3825
行方市根小屋 332-3
鹿行高齢者はつらつ委
員会　平山昭三　宛

（白　紙）

郵便番号
住所
氏名
電話番号

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏

（宛　先）

（申込者） （申込者）

※同行者は住所・氏名を記入

問�鹿行高齢者はつらつ委員会　平山昭三

　�☎０２９９－７３－３０３４

観光イベント情報

第３回なめがたワカサギ釣り大会
in 霞ヶ浦

　霞ヶ浦で朝日を感じながら、ワカサギ釣り

を楽しんでみませんか。

期　　日　１月９日（土）

時　　間

①集合・受付　午前６時 30分～午前７時 30分

②競技　　　　午前７時 30分～正午

③検量（総重量）午後０時 30分まで

④表彰式　　　午後１時～

受付場所　天王崎観光交流センターコテラス

競技範囲　�霞ヶ浦（霞ヶ浦大橋から北利根橋

までの間）

参　　　　　加　　　　　費　500 円

部　　門　一般の部（中学生以上）

　　　　　女性の部（中学生以上）

　　　　　子供の部（小学生以下）※保護者同伴

申込締切　１月６日（水）

申込方法　�FAX または電話で下記までお申し

込みください。
問・申��なめがたワカサギ釣り大会実行委員会

（商工観光課内）

　　�☎ 0299-55-1221　 FAX 0291-35-3258
　　� URL http://www.namekan.jp/

　創作オペラ「小林一茶七番日記」は、バ

リトン・テノール・ソプラノの響き、ピア

ノ・パーカッションの演奏、朗読で一茶を

表現する新感覚の舞台芸術です。

　市内の小学生（４・５・

６年生）が公演の一部に

参加する市民参加型の芸

術鑑賞となっています。

　ほのぼのとした日本の

こころと抒情がこもった一茶の俳句と、俳

文でつづる新感覚の舞台芸術をお楽しみく

ださい。

期　　日　３月 20日（日）

時　　間　開場：午後１時 30分

　　　　　開演：午後２時

会　　場　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。※１月４日（月）配布開始
※�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

行方市芸術鑑賞のつどい
創作オペラ「小林一茶七番日記」

　市では、毎月「こころの健康相談」を実施

しています。

　相談のあと、ご本人からは「話してすっき

りした」「わかってもらえた」「納得のいく治

療を始めることができた」。ご家族からは、「本

人の行動の理由や気持ちが理解できるように

なった」「具体的な声のかけ方などがわかっ

た」などのご報告をいただいております。

　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

１ 月 27 日（ 水 ）
２ 月 24 日（ 水 ）
３ 月 23 日（ 水 ）�

玉造保健
センター

午前 10時～
午後 1時

１ 月 22 日（ 金 ）
３ 月 25 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

～輝く女性になるために～

好印象を与えるメイクアップと

楽しくお茶を飲みながらの交流会

期　　日　３月５日（土）

時　　間　午前 10時～午後０時 30分

場　　所

いばらき就職・生活総

合支援センター　３階

会議室（水戸市三の丸

1-7-41）

定　　員　20人　※託児付き（要予約）

参　　　加　　　費　100 円（交流会用）

問・申��茨城県母子家庭等就業・自立支援セン

ター　☎０２９－２３３－２３５５

ひとり親家庭の母のための
就職活動セミナーおよび交流会

かしま灘楽習塾
第 11 期塾生募集

講座期間　４月～平成 29年３月（１年間）

コースと受講料

　①月１回講座　6,000 円／年

　　　　　　　　（うち 1,000 円は運営費）

　②月２回講座　11,500 円／年

　　　　　　　　（うち 1,500 円は運営費）

※�初回の教室で納入。講座で使用する教材費

等は実費。

講座内容　�各講座の概要や日程を掲載した募

集パンフレットを鹿嶋市まちづく

り市民センターなどに置きます。

詳しくは下記までお問い合わせい

ただくか、ホームページをご覧く

ださい。

申込方法　�１月 19 日（火）～２月 21日（日）

正午までに、募集パンフレットの

申込用紙に記入してお申し込み

ください（FAX の場合は事前に要

連絡）。

※�受講の決定については、３月 17 日（木）

までにお知らせします。

問・申��かしま灘楽習塾事務局（鹿嶋市まちづ

くり市民センター内）

　☎０２９９－８５－２６０１

　 FAX０２９９－８５－２６０２
　 URL http://www.geocities.jp/kashimanada_info/



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参加者募集のお知らせ

１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　１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　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　１月 15日（金）

問・申��政策秘書課（麻生庁舎）

　　��☎０２９９－７２－０８１１
　固定資産（土地・家屋・償却資産）税は、

毎年 1 月 1 日が賦課期日となっています。

家屋については、登記に基づき現地を確認し

課税台帳に登録または抹消の作業を行いま

す。また、未登記家屋については、登記情報

がないため、所有者の皆さまからの届け出に

基づき調査等を実施させていただきます。

　前年 12 月 31 日までに、取り壊し等によ

り既存家屋が滅失した場合は、「家屋滅失届」

を税務課（麻生庁舎）まで速やかにご提出く

ださい。

　なお、玉造庁舎、北浦庁舎の総合窓口課

（室）でも取り扱っています。

問�税務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

家屋の滅失届のお知らせ

カイロ　de　Party!!
～イケてる Body を創ろう～

日　　時　２月 14日（日）14:00 ～ 17:00
場　　所　日立市保健センター
　　　　　（日立市助川町 15-15）
対　　象　30歳～ 40 歳代の独身男女　各 16人
申込期限　１月 29日（金）

　４月から、各小中学校の体育館で練習・レ

クリエーション活動などを希望する団体に

ついては、下記によりお申し込みください。

対　　象　�市内在住在勤者 10 人以上で構成

する団体で、平成 28 年度スポー

ツ安全保険等に加入見込みであ

ること

開　　　　　放　　　　　校　�麻生中学校・麻生小学校・麻生東

小学校・旧大和第二小学校・北浦

中学校・北浦小学校・玉造中学校・

玉造小学校

申込締切　１月 31日（日）

申込方法　�麻生運動場・北浦運動場・玉造運

動場の各事務室に申込書を用意

しますので、ご記入の上提出して

ください（FAX 不可）。

※�麻生地区の小中学校体育館を利用希望の

団体は２月 12 日（金）午後７時から麻生

運動場会議室、玉造地区の小中学校体育館

を利用希望の団体は２月 14 日（日）午後

７時から玉造農村環境改善センター大会

議室、北浦地区の小中学校体育館を利用希

望の団体は 2月 16 日（火）午後 7時から

北浦体育館会議室で調整会議を行います

ので、申し込まれた団体の代表者の方は出

席願います。

問・申�北浦運動場　☎０２９１－３５－２１２０

��������玉造運動場　☎０２９９－５５－３２１１

スキー教室
期　　日　２月12日（金）13日（土）14日（日）

集合・出発時間

12 日 ( 金 ) 午後９時 30分（１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）、スキー経験初級者以

上の方のみ（スノーボード不可）

人　　数　40人（定員になり次第締切）

スキー場　安比高原スキー場（岩手県）

宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野 464-6

　　　　　民宿 ｢いろり｣ ☎ 0195-72-5150

参　　　　　加　　　　　費　一　　　般　25,000 円

　　　　　小学生以下　20,000 円

　　　　　�（リフト代２日分含む。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

6,000円が個人負担になります。

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、スキー

場でのレンタルと

なります）を下記

へ電話または FAX

でお申し込みくだ

さい。

申込締切　�１月 29 日（金）

平成27年度北浦杯卓球大会
期　　日　１月 30日（土）

時　　間　受　付　午前８時～

　　　　　開会式　午前８時 30分～

対　　象　中学生（行方市・潮来市）

場　　所　麻生運動場体育館

参　　　　　加　　　　　費　中学生：シングルス１人 200 円

　　　　　　　　���（当日徴収）

種　　目　中学生：シングルス

競技方法　トーナメント方式

そ　　　　の　　　　他 　ゼッケンを必ず付けてください（背）。

申込方法　�市社会体育施設に備えてある参

加申込書に必要事項を記入の上、

下記へお申し込みください（FAX

も可）。

申込締切　�１月 20 日（水）

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

小中学校体育館
定期利用団体申込受付

　茨城県では、女性の視点を取り入れ、県

民参加の開かれた広報活動を推進するため、

「いばらき女性特派員」を募集します。

活動内容

○�県の主要事業や施設などを取材し、その

結果を広報紙で発表

○�ツイッターで本県の情報を積極的に発信

（週２、３日程度）など

任　　期　�平成 28 年４月上旬から平成 29

年３月 31 日までの約１年間

募集人員　４人

応募資格

○�茨城県在住の平成 28 年４月１日現在で満

20歳以上の女性

○公務員や議会の議員でない方

○�取材先の要望する日時に応じて取材でき

る方（平日の日中の取材が主）

○�自分で取材先に移動できる方（県内全域

が取材範囲）

応募締切　２月 12日（金）

※応募方法については、お問い合わせください。

問・申�茨城県広報広聴課　県民広報グループ

　　　☎０２９－３０１－２１２８

平成 27 年度
いばらき女性特派員募集！

　「仕事をお探しの障害者の方」と「障害の

ある方を採用したい事業主の方」が一堂に会

して面接を行う障害者就職面接会を次のとお

り開催します。

　面接会に参加を希望される方、採用をお考

えの事業主の方は、下記までご連絡ください。

期　　日　２月５日（金）

時　　間　午後１時～

場　　所　鹿島セントラルホテル　新館

　　　　　（神栖市大野原 4-7-11）

※�参加する方は履歴書（複数枚）、障害者手

帳をお持ちください。

問・申�ハローワーク常陸鹿嶋

　　���☎０２９９－８３－２３１８

障害者就職面接会（後期）

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働

者として石綿ばく露作業に従事していたこ

とが原因であると認められた場合には、労災

保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿

救済法に基づく特別遺族給付金が支給され

ます。

　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常

に長い年月を経て発症することが大きな特

徴です。

　中皮腫などでお亡くなりになられた方が

過去に石綿業務に従事されていた場合には、

労災保険給付等の支給対象となる可能性が

ありますので、まずはお気軽に最寄りの都道

府県労働局または労働基準監督署へご相談

ください。

　制度のご案内は、厚生労働省ホームページ

でもご覧になれます。

問�茨城労働局労働基準部労災補償課

　�☎０２９－２２４－６２１７

　� URL �http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/

roudou/gyousei/rousai/120406-1.html

中皮腫や肺がんなど、石綿による
疾病の補償・救済について

　古くから日本人の

心の拠
よ

り所として、

思いやりや相手をお

もんぱかる心、志を

持ち最後までやり抜く強い精神力を育んで

くれる「論語」は名文・名言の宝庫です。

　お子さんと一緒に「論語」を読んで親と子

の絆を深めてみませんか。

期　　日　１月 10日（日）

時　　間　午前 10時～午前 11時 30 分

場　　所　玉造公民館　視聴覚室

対　　象　子ども（５歳以上目安）と保護者

　　　　　※�小学生以上の場合、子どものみ

の参加も可

募集人数　20人　※定員になり次第締切

受　　　講　　　料　無料

申込締切　１月８日（金）

申込方法　�電話で下記までお申し込みくだ

さい。

問・申�政策秘書課（麻生庁舎）

　　　☎０２９９－７２－０８１１

親と子の論語塾

　日頃より節電へのご理解とご協力をいただ

き、厚くお礼申し上げます。

　今冬については、お客さまにご協力いただ

いている節電の効果等により、電気の安定供

給を確保できる見通しです。

　お客さまにおかれましては、引き続き無理

のない範囲での節電へのご協力をお願いし

ます。

問�東京電力株式会社　カスタマーセンター

　�☎０１２０－９９５－３３２

今冬の電力需給について

第１回　オセロ大会！
～発祥の地・水戸で燃えろ！～

日　　時　２月 18日（木）19:00 ～ 21:00
場　　所　茨城県三の丸庁舎 3階　会議室
　　　　　（水戸市三の丸 1-5-38）
対　　象　50歳以下の独身男女　各 16人
申込期限　２月１日（月）


