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観光イベント情報

雛祭りフットパス
　行方市の自然や、麻生地内に飾られたお雛様

を巡りながら散策しませんか。

期　　日　２月 21日（日）

時　　間

◆午前の部　午前10時～（受付：午前９時30分～）

◆午後の部　午後１時30分～（受付：午後１時～）

コース・受付場所

◆午前の部：武田の里コース（受付：ふきのとう）

◆午後の部：麻生陣屋コース（受付：コテラス）

　※午前・午後の部のみの参加も可。開催時間は予定です。

参　　　　　加　　　　　　費　1,000 円（昼食、お土産付き）

申込方法　�下記まで電話でお申し込みください。

申込締切　２月 19日（金）

問・申��なめがたフットパス実行委員会（行方市
観光協会）☎�０２９９ー５５ー１２２１

　四季を通じた行方市の素敵なショットを

ぜひご覧ください。

日　程 展示場所

２月３日（水）～２月14日（日）
麻生公民館

１階ロビー

２月17日（水）～２月28日（日）
玉造公民館

１階ロビー

３月２日（水）～３月13日（日）
水の科学館

２階ロビー

３月16日（水）～３月27日（日）
北浦公民館

１階ロビー

問��水郷なめがた水辺の里写真コンクール実

行委員会（行方市観光協会）

　��☎�０２９９ー５５ー１２２１

麻生保健センター 　4/11（月）・4/12（火）・4/13（水）・4/14（木）・4/15（金）・4/16（土）

玉造保健センター 　4/18（月）・4/19（火）・4/20（水）・4/21（木）・4/22（金）・4/23（土）

北浦保健センター 　4/25（月）・4/26（火）・4/27（水）・4/28（木）・5/15（日）

２．申込方法

　各戸に配布された、女性のための検診チラシに付いている申込ハガキにご記入の上、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（http://www.city.

namegata.ibaraki.jp/）。

３．申込期限　２月 29日（月）必着　※定員になり次第締切

※�定員に満たない日程については、申込期限終了後であってもご案内できる場合がございま

すので、お電話にてご相談ください。

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）☎０２９１－３４－６２００

１．日　　程 ※�　　�骨粗しょう症同時実施

　初期の子宮頸がんや乳がんは、自覚症状がほとんど無い場合が多く、気付かずに進行して

しまうことがあります。早期に発見されることで生存率に大きな差が出ますので、症状が無

くても定期的に検診を受けることが大切です。

　新年度の募集となりますので、対象年齢に該当すればどなたでも受けることができます（詳

細については、各戸配布の女性のための検診チラシをご覧ください）。各地区巡回で行う集

団検診は今回限りです。ぜひお申し込みを！

女性のための検診のお知らせ（乳がん・子宮頸がん・骨粗しょう症）

第 45 回水郷なめがた水辺の里
写真コンクール　入賞作品展示会

　特定の産業に従事する労働者とその使用

者に適用される特定最低賃金が、下表のとお

り改正決定されました。

　労使双方が合意した上で最低賃金額未満

の賃金を定めた場合でもその賃金は無効と

され、特定最低賃金が適用されます。

特定最低賃金名 時間額

鉄鋼業 851 円

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業
825 円

計量器・測定器・分析機器・試験

機・理化学機械器具、医療用機械

器具・医療用品、光学機械器具・

レンズ、電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具、時計・同部分品製造業

821 円

各種商品小売業 795 円

効力発生日　いずれも平成 27 年１２月３１日

問�茨城労働局賃金室　☎０２９－２２４－６２１６

　��または最寄りの労働基準監督署

茨城県の特定最低賃金改正
～もうチェックした？最低賃金！使用者も労働者も。～ 　市文化会館ではピアノを

習っている方やピアノの経

験のある方を対象にコン

サートピアノを弾く機会を

設けました。

　この機会にぜひ、コンサートピアノを弾

いてみませんか？

期　　間　�４月から平成 29 年３月までの指

定した土・日曜日

時　　間　�午前９時～午後５時（１人２時間）

場　　所　�市文化会館（ホール、リハーサ

ル室）

対　　象　�市内に在住または在勤する方（中

学生以下の方は、保護者同伴で

お願いします）

募集期間　�３月１日（火）～ 3月 31 日（木）

※祝日は除く

参　　　　　加　　　　　　費　�年会費　１人 2,000 円（文化会

館使用料）

申込方法　�直接窓口へお越しいただくか、お

電話でお申し込みください。

（注）�参加希望者先着順により決定させてい

ただきます。

問・申��生涯学習課文化振興グループ（北浦公

民館内）☎０２９１－３５－２９０８

行方市文化会館「ピアノに親しむ会」
参加者募集

期　　日　３月１日（火）

時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分

場　　所　�潮来ショッピングセンター

　　　　　アイモア２階「JOY ホール」

　　　　　（潮来市潮来前 6065）

内　　容　

◆シンポジストによる発表と意見交換

�〈座長〉水郷医師会会長（飯島内科医院　院長）

　飯島�福生氏

①�訪問診療を受けるあなた、ご家族に伝え

たいこと

　　ユビキタスクリニック HINODE

医師　内田�薫氏

②�訪問看護を受けるあなた、ご家族に伝え

たいこと

　　白十字会訪問看護ステーション

管理者　大川�明美氏

③�在宅療養で口から食べることの大切さ

　（在宅歯科診療の立場から）

　　丸山歯科医院　院長　丸山�憲一氏

④救急搬送を担う消防署の立場から

　　鹿行広域事務組合消防本部

救急隊員　海東�剛正氏

⑤�地域医療の中核を担う病院の医師の立場

から

　なめがた地域総合病院　医師　永田�博之氏

対　　象　�鹿行管内の一般住民、医療・介

護施設関係者など約 200 人

申込方法　�下記まで電話または FAX にてお

申し込みください。

問・申��茨城県潮来保健所�総務課地域保健推進室

☎０２９９－６６－２１１５

　　　 FAX０２９９－６６－１６１３

シンポジウム「住み慣れた自宅で療養（介護）
するには　ー心がけておきたいことー」

訓練期間　３月 16日（水）～６月 15日（水）

　　　　　午前９時 30分～午後４時

場　　所　キャリアスクールピュアメイト

定　　員　15名

テキスト代　11,601 円

申込方法　�２月 23 日（火）までにハローワー

クで求職申し込み・職業相談をし、

申込書を申込先へ提出

申込期限　２月 24日（水）消印有効

問�（有）ピュアメイト

　��☎０２９９－８４－０７００

求職者支援訓練受講者募集
基礎コース　ビジネスパソコン基礎科

第 27 回　鹿島吹奏楽団定期演奏会

期　　日　２月 14日（日）

時　　間　午後２時開演

　　　　　（午後１時 30分開場）

場　　所　鹿嶋勤労文化会館　ホール

入　　　　　場　　　　　　料　無料

演　 　　　　奏　　 　　　 曲　風紋（保科�洋）

　　　　　アイヴァンホー（Ｂ .アッペルモント）

　　　　　バック・トゥ・ザ・フューチャー

　　　　　サウンド・オブ・ミュージック�他

問�鹿島吹奏楽団　団長　清水�哲人

　�☎０９０－７２４０－９６０７

第４回行方の雛まつり
～ ひろめよう手作りつるし雛

復活！ 20 年ぶりの稚児行列 ～
◆稚児行列復活とテント市

　期　　日　２月 21日（日）

　〇稚児行列

　　場　所：蓮城院（麻生 1122-1）

　　出　発：午後２時

　　＊�護摩祈祷後、蓮城院を出発し、麻生陣屋

大通り商店街から麻生藩家老屋敷記念

館まで行列します。

　〇テント市

　　場　所 : 麻生陣屋大通り商店街

　　時　間：午前９時～午後４時

　　＊�行方商業協同組合テントにて草餅、桜餅

無料配布（先着 200 個）

　○「魔女まつり」同日開催（麻生公民館）

　○大山守大塲家郷土屋敷特別開館

◆行方の雛まつり

　期　　間　２月６日（土）～３月３日（木）

　＊�麻生藩家老屋敷記念館や大山守大塲家郷

土屋敷、霞ヶ浦ふれあいランドなどの観光

拠点から、手作りつるし雛飾りで装飾され

た加盟店を巡ってください。

　＊�スタンプラリーで先着 300 名様に景品プ

レゼント。

問�行方市商工会　☎�０２９９ー７２ー０５２０

「茨城いのちの電話」
電話相談員養成講座　６月開講

　いのちの電話は、自殺予防を目的としたボ

ランティア活動です。あなたもボランティア

相談員になって、活動に参加しませんか。

研修期間　�６月～平成 30 年３月（原則とし

て月３回）

応募資格　�年齢 23 歳～ 63 歳（学歴、職業

は問いません）

研修会場　主につくば市内

申込締切　５月９日（月）

必要書類　レポート、申込書、写真など

※詳しくは下記までお問い合わせください。

問�社会福祉法人茨城いのちの電話事務局
　�☎０２９－８５２－８５０５



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

２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　２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　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　２月 19日（金）

問・申��政策秘書課（麻生庁舎）

　　��☎０２９９－７２－０８１１

　美味しく食べて盛り上がろう！

じゅ～じゅ～焼肉パーティー♪　

日　　時　3月 11 日（金）19：30 ～ 21：30

場　　所　炭火焼肉　牛常（水戸市城南 1-3-22）

対　　象　30歳代の独身男女　各 16人

申込期間　２月 12日（金）～２月 26日（金）

潮来市・行方市共催　恋活イベント

としょコン　～恋のセレンディピティ～
時　　　　間　　午後６時～午後９時頃まで

場　　　　所　　潮来市内

対　　　  　　　 　　象　　　 　　　 　　　者　　40 歳までの独身男女　各 20人程度

※�男性は潮来市・行方市に在住か在勤の方

に限ります。女性は市外の方も大歓迎！

会　　　　費　　男性　2,000 円　　女性　1,000 円

申込締切　　2月 16 日（火）

申込方法　　�電話または 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

 ３/ ５
　（土）

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

平成 27 年度
行方市長杯バドミントン大会

期　　日　３月６日（日）

時　　間　受　付　午前８時 30分～

　　　　　開会式　午前９時～

対　　象　�高校生以上で市内在住在勤の方ま

たは市内クラブで活動されている

方、近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

参　　　　　加　　　　　費　１組 1,000 円

　　　　　（当日各チーム一括して徴収）

申込方法　�FAX にて住所・氏名・連絡先・勤務

先・所属クラブ等を下記までご連絡

ください。

申込締切　２月 21日（日）

種　　目　�混合ダブルス

　　　　　・Ａクラス（上級者）

　　　　　・Ｂクラス（中級者）

　　　　　・Ｃクラス（初級者）

　　　　　※�前回入賞者は１つランクを上げ

てエントリーしてください。

競技方法　リーグ戦およびトーナメント戦

＊�対戦組み合わせは主催者に一任させていた

だきます。

＊�各チーム（クラブ）単位で一括して申し込む

場合は代表者の方が責任を持ってお申し込

みください。

＊�高校生は、３年生がＡクラス、１・２年生は

レベルに応じてエントリーをお願いします。

＊�メンバー変更は当日受付時に申し出てくだ

さい。棄権のないようお願いします。なお、

参加料は棄権してもお支払いください。

第19 回行方市民テニス大会
期　　日　３月６日（日）

　　　　　※雨天時３月 13日（日）

時　　間　午前９時集合受付

対　　象　�市内在住在勤者または市内のクラ

ブ等に所属している方

場　　所　北浦運動場テニスコート

参　　　　　加　　　　　　費　１人 500 円（当日徴収）

申込方法　�電話または FAX にて住所・氏名・

連絡先・勤務先所属クラブ等を下記

までご連絡ください。

種　　目　男子ダブルス・女子ダブルス

試合方法　�ブロックリーグ、決勝トーナメント

（予定）６ゲームマッチ（当日抽選）

北浦運動場第１グラウンド
利用団体調整会議

　平成 28 年６月１日から平成 29 年３月中

旬までの間、公式大会等で北浦運動場第１グ

ラウンドを利用予定の団体について、調整会

議を行います。団体の代表者の方は出席願い

ます。また、下記により事前に連絡ください。

日　　時　３月 15日（火）午後７時～

対　　象　市内在住在勤者で構成する団体

応募資格　公式大会等を予定している団体

場　　所　北浦運動場体育館会議室

申込方法　 北浦運動場に事前に連絡をお願

いします。

申込締切　２月 28日（日）

※�調整会議に、年間スケジュールの分かる書

類を持参してください。

※�練習試合等で利用する場合は、市内３カ月

前、市外２カ月前の予約となります。

問・申�スポーツ振興課�☎０２９１－３５－２１２０

■申告日程表
市民税・県民税
申告相談

２月１６日（火）～
３月１５日（火）

申告会場
麻生

保健センター
北浦庁舎

２階第１会議室
玉造庁舎

２階第１会議室

受付時間
《午前の部》　午前８時３０分～１１時３０分

《午後の部》　午後１時００分～　４時００分

指定日 対象地区 対象地区 対象地区

２月 16 日 ( 火 )

麻生地区

津澄地区

玉川地区２月 17 日 ( 水 )

２月 18 日 ( 木 )

２月 19 日 ( 金 )

手賀地区２月 22 日 ( 月 )

太田地区２月 23 日 ( 火 )

２月 24 日 ( 水 )

要地区
玉造地区

２月 25 日 ( 木 )

大和地区
２月 26 日 ( 金 )

２月 29 日 ( 月 )

３月１日 ( 火 )

３月２日 ( 水 )

行方地区
現原地区

３月３日 ( 木 )

武田地区

３月４日 ( 金 )

３月７日 ( 月 )

小高地区

３月８日 ( 火 )

立花地区

３月９日 ( 水 )

３月 10 日 ( 木 )

３月 11 日 ( 金 )

３月 14 日 ( 月 )

３月 15 日 ( 火 )

平成 28 年 1 月 1 日現在、行方市に
お住まいの方は、申告が必要です。

　平成 28 年度（平成 27 年分所得）の

市民税・県民税の申告相談は、平成 28

年 2 月 16 日から 3 月 15 日までの（土・

日を除く）期間、麻生・北浦・玉造の各

庁舎で行います。

　申告相談の待ち時間を少なくするため、

日程表のとおり対象地区を指定しました

が、ご都合がつかない場合は他の日時に

お越しください。申告に必要なものなど

詳しくは、市報なめがた 1 月号または市

ホームページ等でご確認ください。事前

に申告書および収支内訳書等の用紙が必

要な場合は、税務課（麻生庁舎）までご

連絡ください。なお、北浦・玉造の総合

窓口にも用意してあります。

問�税務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

ピラティス教室
「体幹を鍛える」トレーニング
期　　日　３月１日、３月８日、３月 15日

　　　　　火曜日　計３回

時　　間　午後８時～午後９時 30分

対　　象　�成人

募集人数　30人

場　　所　北浦公民館２階会議室

参　　　　　加　　　　　費　１回 300 円（保険代等）

申込方法　�電話にて下記までお申し込みくだ

さい。

申込締切　２月 27日（土）

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

スポーツ振興課からのお知らせ

　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　２月 14日（日）

時　　間　午前 10時～午前 11時 30 分

場　　所　北浦公民館　講義室１・２

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　２月 12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

なめがた地域総合病院 第５回健康教室
「膠原病について」

講　　師　内科医　荻島�博先生

期　　日　３月 10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

　この月間運動は、相続登記に関する相談を

各司法書士事務所において無料で実施する

ものです。

期　　間　�平成28年２月の１カ月間（土・日・

祝日を除く）

相談内容　相続登記に関する相談

受付および実施場所　県内の各司法書士事務所

※�お申し込みは各司法書士事務所までお願

いします（要事前予約）。

問�茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

「相続登記はお済みですか月間」

あなたも里親になりませんか

　県では、親の病気や虐待などで生まれた家

庭で暮らせない子どものために、里親制度を

積極的に推進し、里親になっていただける方

を広く募集しています。

問�茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）

　�☎０２９－２２１－４１５０


