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出演者募集

　みんなの歌でまちを元気に！

　どなたでも参加できますので、

お気軽にお申し込みください。

期　　日

◆第１回予選会（北浦荘）　　１月８日（日）

◆第２回予選会（白帆の湯）　１月 22日（日）

◆第３回予選会（魚吉宴会場）２月５日（日）

◆決勝大会・発表の部（市文化会館）

　３月 12日（日）

開　　演　午前９時 30分～

申込締切　12 月 20 日（火）午後５時

※観覧無料

※�参加費、申込方法等はお問い合わせください。

問・申��行方市歌仲間ふれあい歌謡大会実行委員会

　　　　実行委員長　寺内泰夫

　　　　　☎０９０－２７２３－６６７０

　　　　実行副委員長　菅谷多美男

　　　　　☎０９０－１５５１－３６２０

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　雪印千葉県野田工場と県立自然歴史博物

館を見学します。

期　　日　１月 27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　1,500 円　昼食付き（当日徴収）

申込期間　12月 20 日（火）～１月７日（土）

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

行方イルミネーションフェスタ 2016

　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３日（土）～ 12月 31 日（土）

点灯時間　午後５時～午後 10時

　　　　　※ 31日（土）は翌日明け方まで

場　　所　麻生公民館駐車場および市営駐車場

問�行方市商工会青年部　☎ 0299-72-0520

　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 26 日（日）※小雨決行

会　　場　蓮城院（麻生 1122-1）

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 13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

第５回行方の雛まつり「稚児行列とテント市」

お稚児さん　募集！

行方市芸術鑑賞のつどい
「中国民族歌舞雑技団」公演

　中国国内で一流の教育を受け、研さんを重

ねてきた芸術家たちのハラハラドキドキの

雑技や、優雅な舞踊等、多彩なプログラムで

中国四千年の歴史を再現します。

期　　日　1月 15 日（日）

開　　演　午後２時（開場：午後１時 30分）

場　　所　市文化会館

※�チケット（無料整理券）は、麻生公民館・

生涯学習課（北浦公民館）・玉造公民館の

窓口で、12月 1日（木）から頒布します。

問�生涯学習課（北浦公民館内）

　�☎０２９１－３５－２９０８

　現在、血液が不足しています。皆さまの温

かいご協力をお願いします。

◇行方市役所　北浦庁舎

　12月 27 日（火）9：30 ～ 12：00

　　　　　　　　　13：00 ～ 15：30

◇カインズホーム玉造店

　12月 30 日（金）10：00 ～ 12：15

　　　　　　　　　��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

けんこう応援教室 参加者募集

　ウオーキングを中心に簡単

にできるストレッチ・筋トレ

などを学びます。

　運動不足の方はもちろん、

「どう運動をしていいかわからない」「うまく

続かない」という方もぜひご参加ください。

期　　日　① 12月 20 日　② 12 月 27 日

　　　　　③��１月 10 日　④��１月 17 日

　　　　　⑤��１月 24 日　火曜日　全５回

時　　間　午後 6時 30 分～午後 8時

場　　所　北浦保健センター

定　　員　30人　※定員になり次第締切

対　　象　行方市民で 64歳以下の方

参　　　加　　　費　無料

申込締切　12 月 14 日（水）

申込方法　下記ま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

茨城県警察本部
「少年相談コーナー」のご案内

　警察本部少年課では、警察庁舎以外の場所

に少年サポートセンターを設置し、少年相談

コーナーを設けています。少年の非行問題、

犯罪被害に関し、少年自身、保護者、教育関

係者等の方々からの相談（面接、電話、メー

ル）に対応しています。

　一人で悩まず、気軽に相談してください。

問�少年サポートセンター水戸

　〒 310-0802

　水戸市柵町 1-3-1 水戸合同庁舎５階

　�☎０２９－２３１－０９００

　（月～金　午前８時30分～午後５時15分 )

　※夜間・土日は留守番電話

　 E-mail �Keishonen@pref.ibaraki.lg.jp

毎日通学できない方でも

学べる通信制（単位制）！

願書書類の交付

　１月 10日（火）～

受付期間

　■一般入学（新入学）

　　３月 10日（金）～３月 23日（木）

　■編入学・転入学

　　３月６日（月）～３月８日（水）

　　※いずれも、土曜日・日曜日・祝日を除く。

※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 29 年度　生徒募集

市内社会教育施設、社会体育施設は、
月曜日が祝日にあたる日を開館します

　市内の公民館、図書館、

文化会館、体育館は月曜日

を休館としていましたが、

１月からは、月曜日が祝日

にあたる日を開館とします。

　開館時間等については、通常どおりですの

で、ぜひご利用ください。

　平成 28 年度は、平成 29 年１月９日（成

人の日）、３月 20 日（春分の日）が開館と

なります。

問�生涯学習課（北浦公民館内）

　�☎０２９１－３５－２９０８

　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 29 年度分の申告期限は１月 31 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。

　12月 20 日（火）から 22日（木）の３日間、

税務課にて相談窓口を設置しますので、償却

資産の申告についてご質問のある方は、ご利

用ください。

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

期　　日　12月 17 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

定　　員　40人　※定員になり次第締切

応募方法　�お電話または白帆の湯フロント

までお願いします。

※詳細はお問い合わせください。

問・申�あそう温泉白帆の湯

　　　☎０２９９－８０－６６２２

白帆の湯♪カラオケ大会

歳末『漁師市』
12 月 27 日（火）～ 28日（水）

会場　道の駅「たまつくり」

漁業者の直売会です！ぜひお越しください。
【生鮮】生ワカサギ、生シラウオなど 【加工品】煮干、佃煮、唐揚げなど

※販売品については変更になる場合があります。

問い合わせ  行方市漁業振興協議会事務局（農林水産課内）☎�０２９１－３５－２１１１

午前９時から午後１時頃まで



婚活ナビ☆パーティー情報☆

茨城県マリッジサポーター鹿行地域活動協議会主催

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 12月 17 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルべストランド（つくば市）

②�1 月 22 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

③�1 月 28 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルべストランド（つくば市）

問・申��ＮＰＯ法人ベル・サポート
☎ 0280-87-7085　��携帯 090-5514-5446

クリスマス天王崎パーティー

日　　時　12月 11 日（日）13：00 ～ 16：00

場　　所　�天王崎観光交流センターコテラス

対　　象　50歳までの独身男女各 20人

　　　　　（先着順）

申込期限　12月 10 日（土）

問・申�茨城県マリッジサポーター鹿行地域活動協議会
　　　☎０９０－２６６５－１９１６（井上）

潮来市主催

太極拳参加者募集

　年齢の高い方でもできます。太極拳でカゼ

を予防できるカラダづくりをしましょう。

期　　日　１月 11日（水）～２月８日（水）

　　　　　毎週水曜日　全５回

時　　間　午後７時～午後８時

場　　所　玉造公民館　視聴覚室

対　　象　�成人男女 20人

参　　　　　加　　　　　費　１回　300 円

問・申 �なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　☎０９０－２５６１－０４８６

　　　玉造 B&G 海洋センター

　　　☎０２９９－５５－３２１１

スポーツ情報

みんなでピザをつくろう

日　　時　１月 28日（土）14：00 ～ 17：00

場　　所　�参加決定者にお知らせします

対　　象　�22 歳～ 35 歳くらいまでの独身男女　

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　１月 10日（火）

問・申�潮来市役所　子育て支援課
　　　☎０２９９－６３－１１１１（内線 386、388）

　水郷地区の美術向上を目的として美術展を

開催します。募集部門は４部門となりますの

で、皆さまのご応募をお待ちしています。

主　　催　行方市・潮来市

開催期間　�２月 15 日（水）～２月 19日（日）

午前９時～午後５時（最終日は

午後３時まで）

会　　場　北浦公民館

搬入期日　２月 13日（月）午前 10時～正午

部　　門

◇第１部門　絵画　40号以内

◇第２部門　書道　縦 2.12 ｍ（７尺）

　　　　　　　　　横 1.52 ｍ（５尺）以内

◇第３部門　写真　�半切～全紙（高校生は

四切可）

◇第４部門　陶芸　�縦・横・高さ１ｍ（3.3 尺）

以内

出　　　　　品　　　　　者　�水郷美術家協会に属する方および

行方市・潮来市に在住・在勤また

は市内の美術団体に所属する方と

高校生以上の方

出　　　　　品　　　　　料　1,000 円（高校生は無料）

表　　　　　彰　　　　　式　２月 19日（日）午後１時 30分～

申込方法　�申込書（様式第１号）を行方市

生涯学習課（北浦公民館内）ま

たは麻生・玉造公民館へ提出し

てください。また、専門部の出

品に関しては各部門内で取りま

とめて提出してください。

　　　　　※�申込書および要項・出品票は各

公民館に置いてあります。市

公式ホームページからもダウ

ンロードできます。

申込締切　12月 13 日（火）～１月 17日（火）

問・申 �第 11 回水郷美術展覧会事務局

　　��生涯学習課（北浦公民館内）

　　��☎０２９１－３５－２９０８

第 11 回水郷美術展覧会の作品募集 平成 28 年度　英会話カフェ
下半期のご案内

　ＡＬＴを特別講師に招き、

英会話カフェを開催します。

　英語が苦手な方や、英語を

使って会話を楽しんでみたい

方など気軽にお申し込みください。

　小さなお子さんも大歓迎です。

期　　日　�12月18日、１月15日、２月19日、

３月 19日（基本的に第３日曜日）

時　　間　午後１時 30分～午後３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。

申込期限　開催日直前の金曜日まで

問・申��政策秘書課（麻生庁舎）

　　��☎０２９９－７２－０８１１

「スキー教室」参加者募集
期　　日　1月 13 日（金）～１月 15日（日）

集合・出発時間　１月 13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　80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　20,000 円　

※�参加料には、宿泊代・バス代・リフト代２

日分も含まれた料金となります。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（月）　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（スポーツ推進室内）

　　☎ 0291-35-2908　 FAX 0291-35-3773

募集人数　40人

受験資格　�中学校以上を卒業

の者（卒業見込み

者を含む）

　　　　　※年齢 50歳未満

受　　　　　　験　　　　　料　10,000 円

出願期間　１月６日（金）～１月 13日（金）

入学試験　１月 18日（水）

試験科目　数学・国語・作文・面接

合格発表　１月 25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

　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 28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 29 年度第１学期
（４月入学）学生募集

期　　日　12 月 25 日（日）

開　　演　午後２時（開場：午後１時）

場　　所　神栖市文化センター

　　　　　（神栖市溝口 4991-4）

演奏曲目　○ベートーヴェン交響曲第九番

　　　　　　「合唱付き」

　　　　　○神栖市の歌（管弦楽・ワルツ版）

　　　　　　ほか

入　　　　　場　　　　　料　自由席：大　人　　1,500 円

　　　　　　　　　中学生以下　500 円

※詳しくはお問い合わせください。

問・申�神栖市文化センター

　　　☎０２９９－９０－５５１１

神栖市民音楽祭 2016
with 茨城交響楽団

2016 年度生き物アカデミー

葦
あ し

船を作ってみよう！

　霞ヶ浦の代表的な植物「アシ」を使って、

船を作りませんか。葦船は、ヒトの歴史にお

いては最古の船で、縄で束ねただけの原始的

な船です。

期　　日

　① 12月 18 日（日）葦を刈ろう！

　②１月 15日（日）�船のパーツを作ろう

　③２月 19日（日）�組み立てて乗ってみよう

時　　間　各回　午前９時 30分～正午

集合場所　道の駅たまつくり水槽前

対　　象　小学生以上と保護者

参　　　加　　　費　無料

問�NPO 法人霞ヶ浦アカデミー事務局
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　（公社）茨城県栄養士会では、県民の健康

づくりを積極的に支援するために「栄養ケ

ア・ステーション」を開設し、栄養ケア事業

が実践できる人材を育成しています。活動時

間や地域等、条件を考慮しながら管理栄養士

として資格を生かす活動ができます。

【活動内容】　個別栄養相談、診療所等医療機

関における栄養相談、生活習慣病予防および

介護予防の食事相談、特定保健指導、地域に

おける食育講座など

問・申�（公社）茨城県栄養士会

　　��☎０２９－２２８－１０８９

栄養ケア・ステーションで活動しませんか

「管理栄養士」募集中


