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　茨城県内の行政書士が、

面談により、遺言・相続・

各種許認可等の行政手続

相談など、暮らしと役所

の諸手続きに関する相談

に直接答えます。

期　　日　10 月８日（土）・10 月 19 日（水）

時　　間　午前 10 時～午後４時

場　　所　麻生公民館　2 階　会議室

問 茨城県行政書士会　鹿行支部事務局

　 ☎＆ FAX  ０２９９－９７－１６７８

行政書士による無料相談会

■電話による無料相談会も行っています

期　　日　10 月 6・13・20・27 日（毎週木曜日）

時　　間　午後１時～午後５時

電話番号　029-305-3731（茨城県行政書士会）

　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 22 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）

　　　　　③ 茨城県県南生涯学習センター

中講座室２（土浦市大和町 9-1

ウララビル５階）

申込方法　 相談に応じられる件数に限りが

あるため、前日までにご予約くだ

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

鹿行地区ストーマ講習会

期　　日　10 月 30 日（日）

時　　間　午前 10 時～午後３時

　　　　　（受付：午前９時 30 分～）

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 交流会における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（木）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

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）

10/26（水）・10/27（木）・
10/28（金）・10/29（土）

玉造地区
（各地区巡回）

11/14（月）・11/15（火）・
11/16（水）・11/17（木）・
11/18（金）・11/19（土）・
11/21（月）

北浦地区
（北浦保健センター）

11/22（火）・11/24（木）・
11/25（金）・11/26（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。

＊ 在留カード・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。

○ 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 28 年度
地域住民健診のお知らせ「堀澤麻衣子　Queen of Pop」

コンサート開催

あそう温泉「白帆の湯」
リニューアル工事による休館のお知らせ

　あそう温泉「白帆の湯」では、施設の老

朽化に伴う空調設備およびサウナ等改修工

事を実施します。

　皆さまにはご迷惑をおかけしますが、ご

理解のほどよろしくお願いします。

休館日　 10 月 24 日（月）～ 10 月 27 日（木）

の 4 日間

問  あそう温泉「白帆の湯」☎ 0299-80-6622

　 商工観光課（北浦庁舎）☎ 0291-35-2111

　包まれるような柔らかさを持ちながらも、

パワフルさも感じさせるといった柔剛を併

せ持つ、心を揺さぶる歌声を、ぜひ感じて

ください。

期　　日　12 月 11 日（日）

時　　間　開演：午後５時～

　　　　　（開場：午後４時 30 分）

場　　所　市文化会館（山田 2175）

◎ チケット（無料整理券）は、下記の窓口で、

11 月１日（火）から配布します。

チケット（無料整理券）の配布窓口

　生涯学習課　☎ 0291-35-2908

　麻生公民館　☎ 0299-72-1573

　北浦公民館　☎ 0291-35-3777

　玉造公民館　☎ 0299-55-0171

問  生涯学習課（北浦公民館内）

　☎０２９１－３５－２９０８

鹿行ＤＭＯ　Kick　Off　記念講演会

50 年後、鹿行が鹿行である為に。

～手をつなぐ、その先にあるもの～

期　　日　10 月 11 日（火）

時　　間　午後２時～（開場：午後１時30分）

場　　所　レイクエコー　多目的ホール

主　　催　鹿行５市

対　　象　鹿行５市民、先着 300 人

参　　　　　加　 　　　　費　無料

【講演第１部】

　■時　　間　午後２時～午後３時 20 分

　■タイトル

　　「 冒険家が世界から見た日本。観光によ

る地域活性の可能性」

　■演　　者

　　冒険家・夢を追う男　阿
あ べ

部  雅
ま さ た つ

龍

【講演第２部】

　■時　　間　午後３時 30 分～午後４時 50 分

　■タイトル

　　「 DMO の本場・スイス、ツェルマットか

らの提言・鹿行の可能性」

　■演　　者

　　観光カリスマ・JTIC SWISS 代表

　　　　　　　　　　　　　山
や ま だ

田 桂
け い い ち ろ う

一郎

※  DMO（Destinaition Marketing ／ Manegement 

Organization）とは

　 さまざまな地域資源を組み合わせた観光地

の一体的なブランドづくり、ウェブ・SNS 等

を活用した情報発信・プロモーション、効

果的なマーケティング、戦略策定等につい

て、地域が主体となって行う観光地域づく

りの推進主体（団体）

皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

問  総合戦略課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

自賠責保険・自賠責共済なしでの
運行は法令違反です

　自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の

際の基本的な対人賠償を目的として、自動車

損害賠償保障法に基づき、原動機付き自転車

を含むすべての自動車に加入が義務づけら

れており、自賠責保険・共済なしで運行する

ことは法令違反ですのでご注意ください。

問  国土交通省関東運輸局茨城運輸支局

　 ☎０２９－２４７－５２４４

財務省関東財務局水戸財務事務所へ
ご相談を！

　一人で悩まないで、迷わずご相

談ください（無料）。

○ 詐欺的な投資勧誘相談（未公開株、

社債、ファンド）

○電子マネー詐欺相談

　☎０２９－２２１－３１９５

　（午前８時 30 分～正午、午後１時～午後５時）

○多重債務相談（借金・クレジットカード・各種ローンの返済）

　☎０２９－２２１－３１９０

　（午前８時30分～正午、午後１時～午後４時30分）

〈ガス溶接技能講習〉
期　　日　11 月 12 日（土）、13 日（日）

時　　間　午前８時 50 分～午後５時

内　　容　 労働安全衛生法に基づく技能講

習（修了者には修了証を交付）

　　　　　 ガス溶接等に用いる可燃性ガス

および酸素の知識、関係法令、筆

記試験、実技等（※ 18 歳未満の

方は就業制限があります）

持　　　　　参　　　　　品　 作業服、帽子、安全靴等、写真

（30mm × 24mm）

定　　員　20 人（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,750 円（テキスト代含む）

申込期限　10 月 19 日（水）必着

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。

※詳しくはホームページをご覧ください。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　  ☎０２９９－６９－１１７１

　　  URL  http://business2.plala.or.jp/kasigise/

茨城県立鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　高萩花貫渓谷と六角堂散策とりんご狩り

期　　日　11 月 18 日（金）

時　　間　玉造保健センター駐車場

　　　　　午前８時 30 分出発　夕方帰着

対　　象　市内在住の 65 歳以上の方

　　　　　先着 30 人

参　　　加　　　費　2,200 円　昼食付き（当日徴収）

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。

問 鹿行高齢者はつらつ委員会　生きがい部

　 担当　田村 耕治

　 ☎０２９９－７７－１８９８

（申込者）
郵便番号
住　所
氏　名

（宛先）
〒 311-3802
行方市於下 599-1
鹿行高齢者はつらつ委
員会　田村 耕治　宛

（白紙）

（申込者）
郵便番号
住　所
氏　名
電話番号

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏
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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

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 11 月 20 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

② 11 月 27 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルマロウド筑波（土浦市）

問・申  ＮＰＯ法人ベル・サポート

☎ 0280-87-7085　  携帯 090-5514-5446

みんなでしゃべらないと！拡大版
～あなたに合う方は何人？？～

日　　時　10 月 29 日（土）13：00 ～ 16：00

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　30 代の独身男女各８人

　　　　　（応募者多数は抽選）

申込期限　10 月 14 日（金）

土浦協同病院 なめがた地域医療センター

第４回健康教室「感染症の予防と対策」
講　師　感染認定看護師　高橋 将先生

日　時　11 月 10 日（木）午後２時～午後３時

場　所　 土浦協同病院 なめがた地域医療センター

　　　　３階会議室

参加費　無料（事前申込不要）

問 土浦協同病院 なめがた地域医療センター

　 ☎０２９９－５６－０６００

スポーツ情報

問・申  行方市体育協会事務局（スポーツ推進室内）
　　　☎ 0291-35-2120 FAX 0291-35-3854

スポーツレクリエーション大会
期　　日　11 月６日（日）　※雨天室内競技のみ

時　　間　集合：午前９時

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 25 日（火）午後５時

第22回社会人サッカー大会
期　　日　11 月 13 日（日）・予備日 20 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人の審判員をお願いしま

す（うち１人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５日（土）午後５時

○ 代表者会議を 11 月５日（土）午後７時 30 分から

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）。

ふれあいウオーキング
（バス遠足）

期　　日　10 月 23 日（日）

時　　間　午前８時 30 分出発

　　　　　（玉造B&G海洋センター午前８時15分集合）

場　　所　 ひたち海浜公園（コキア見頃）→村松虚空

蔵堂（海岸までウオーキング）→那珂湊魚

市場　※荒天時コース変更あり

参加対象　小学生以上

募集人数　40 人

募集期間　10 月１日（土）～ 10 月 15 日（土）

参　　　　　加　　　　　費　【会　員】3,000 円【非会員】4,500 円

　　　　　※バス代、入園料、その他諸経費含む

※動きやすい服装、歩きやすい靴でご参加ください。

※お昼は各自となります。

※ 参加申し込み人数が募集人員を超えた場合は、

キャンセル待ちとなります。

ふれあいウオーキング
（市内歴史探検）

◆北浦湖畔～円満寺散策コース

　期　　日　11 月６日（日）

　時　　間　午前９時～正午

　　　　　　（北浦公民館午前８時 30 分集合）

　申込締切　10 月 29 日（土）

　参加対象　小学生以上（定員 30 人）

　参　　　　　加　　　　費　１回 300 円　※保険代等

◆西蓮寺（大イチョウ）コース

　期　　日　12 月４日（日）

　時　　間　午前９時～正午

　　　　　　（玉造B&G海洋センター午前８時30分集合）

　申込締切　11 月 26 日（土）

　参加対象　小学生以上（定員 30 人）

　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

期　　日　10 月 21 日（金）

　　　　　＊予備日　翌 22 日（土）

時　　間　午前８時 30 分～午後２時

場　　所　高須崎公園（霞ヶ浦大橋そば）

参加対象　行方市在住・在勤の方 

参　　　　　加　　　　　　費　 １００円（昼食・道具については

各自持参してください）

申込方法　 電話または FAX で、住所、氏名、年齢、

生年月日をお知らせください。　　

※ 団体での申し込みにつきまして

は、なるべく FAX でお願いします。

申込開始　10 月４日（火）～（先着順）

募集人数　180 人

問・申（一財）行方市開発公社

　　　行方市玉造甲 1234

　　　☎ 0299-55-3927　 FAX 0299-55-3926

第６回高須崎公園グラウンドゴルフ大会
参加者募集

潮来の酒蔵を楽しむ

日　　時　10 月 29 日（土）15：00 ～ 17：00

場　　所　 潮来市内の酒蔵（参加決定者にお知

らせします）

対　　象　22 歳～ 35 歳の独身男女各 10 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

　　※ 男性は潮来市、鹿嶋市、神栖市、行方市、

香取市在住・在勤

　　※女性は地域制限なし

申込期限　10 月 11 日（火）

潮来市主催

問・申 潮来市子育て支援課

　　　☎０２９９－６３－１１１１（内線 386、388）

茨城県立盲学校
学校公開のお知らせ

　視覚障害児（者）が学ぶ盲学校の参観を通

して、視覚障害教育についての理解促進を図

るため、学校公開を開催します。

期　　日　11 月３日（木）

時　　間　午前９時 40 分～午後２時

　　　　　（受付：午前９時～）

場　　所　 茨城県立盲学校（水戸市袴塚 1-3-1）

内　　容　 学校概要説明、授業参観、施設見

学、個別相談（希望者のみ午後２

時から）

対　　象　どなたでも参加いただけます。

参　　　　　加　 　　　　　費　無料

申込方法　 10 月 21 日（金）までに下記まで

ご連絡ください。

問・申   茨城県立盲学校

　　☎ 029-221-3388　 FAX  029-225-4328

ひとり親家庭応援
「パソコンパワーポイント講習会」

　資料の作成やプレゼンに欠か

せないパワーポイント。実際に

プレゼンシートを作成しながら

学んでいきます。

期　　日　12 月３日、17 日（土）全２日間

時　　間　午前９時 30 分～午後４時 30 分

場　　所　 クリエート PC 教室（水戸市北見

8-12）※無料駐車場有り

定　　員　 15 人程度（定員になり次第締切）

※託児所付き（要予約・２歳以上）

対　　象　 ひとり親家庭の母・父および寡婦

で、パソコン初級・中級以上の方

で２日間必ず出席できる方

費　　用　1,000 円（テキスト代など）

申込期間　 11 月 7 日（月）～ 11 月 22 日（火）

問・申   茨城県母子家庭等就業・自立支援センター

　　　水戸市三の丸 1-7-41

　　　☎０２９－２３３ー２３５５

　　　 E-mail  shienboshi@ibaboren.or.jp

　「歳末たすけあい事業」は、

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、シルバー人材センターを通して、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

　　①一人暮らし世帯

　　② 世帯構成員がすべて障害のある世帯

（同じ住所で別の住まいの場合、同じ

世帯とします）

　　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枚まで無料）（日常生活して

いる居間）

　⑤網戸の張り替え（４枚まで無料）

　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 31 日（月）

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

         行方市社会福祉協議会麻生出張所

　　　〒 311-3832 行方市麻生 2744-23

　　　☎ 0299-80-6661　 FAX 0299-80-6662

歳末たすけあい事業のご案内

　初心者向けに、やさしく「つるし雛」を作

る教室を開催します。

期　　日　 11 月 1 日・11 月 15 日・11 月 29 日・

12 月 13 日・1 月 17 日・1 月 31 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　3,000 円　持　　　　　ち　　　　　物　裁縫道具

申込方法　下記までお申し込みください。

問・申 行方市商工会　☎ 0299-72-0520

市民「つるし雛」作り教室

白帆の湯♪カラオケ大会

期　　日　10 月 15 日（土）

時　　間　開演：午前 11 時

場　　所　白帆の湯　１階　大広間

参加資格　当日、白帆の湯を利用される方

北浦荘♪カラオケ大会
（午後特別出演：奈良崎正明さん）

期　　日　10 月８日（土）

時　　間　開演：午前 10 時

場　　所　北浦荘　２階　大広間

参加資格　当日、北浦荘を利用される方

参　　　　　加　 　　　　費　500 円（弁当代含む）

定　　員　それぞれ 40 人（定員になり次第締切）

応募方法　 お電話またはそれぞれのフロントまでお願いします。

問・申 北浦荘　☎ 0291-35-2821 問・申 あそう温泉「白帆の湯」☎ 0299-80-6622


