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　現在、血液がかなり不足しています。尊い

命を救うために、皆さまの温かいご協力をお

願いします。

◇行方合同庁舎

　２月３日（金）10：00 ～ 12：00

◇行方警察署

　２月３日（金）13：30 ～ 15：30

◇なめがたファーマーズヴィレッジ

　２月 15 日（水）10：00 ～ 12：00

　　　　　　　　  13：00 ～ 16：00

　協力団体：行方ライオンズクラブ
　※ なめがたファーマーズヴィレッジ会場は、

400ml のみの献血となります。

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

なめがたの魅力発見　雛まつり
～ 手作り飾りでおもてなし～

◆稚児行列とテント市

　期　　日　２月 26 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

　　＊ 行方商業協同組合から草餅、桜餅を先着

200 個無料配布します。

◆行方の雛まつり

　期　　間　２月５日（日）～３月３日（金）

　＊ 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

　　３スタンプ集めて、加盟店で商品と交換！

　＊大山守大塲家郷土屋敷

　　 ２月 26 日（日）特別開館（入館は午後３

時まで）

問 行方市商工会　☎ ０２９９ー７２ー０５２０

２．受付時間

　▶ 乳がん検診・骨粗しょう症検診のみの方　　　　　　　午前 10 時～午前 10 時 30 分

　▶ 乳がん・子宮（頸部）がん検診・骨粗しょう症検診　　午後０時 30 分～午後１時

３．申込方法

　各戸配布された女性のための検診申し込みはがきにご記入の上、ポストへ投函ください。

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/）。

４．申込期限　２月 28 日（火）必着

■不審電話にご注意ください！
　保健センター職員を名乗り、個人情報を聞き出そうとする電話が相次いでいます。本市で

は、検診に関する連絡は女性職員が行っており、男性職員が連絡することはありませんので

十分にご注意ください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）☎０２９１－３４－６２００

　新年度の募集ですので、対象年齢に該当する方であれば医療保険に関係なく、どなたでも

申し込みできます。

　検診内容など詳細については、各戸配布の女性のための検診チラシをご覧ください。

１．期日および会場

平成 29 年度　女性のための検診のお知らせ
（乳がん・子宮（頸部）がん・骨粗しょう症）

平成 29 年度「統計の日」
標語募集

　総務省では、「統計の日（10 月 18 日）」周

知のための広報媒体等に活用する標語を募

集しています。

　皆さまからの応募をお待ちしています。

部　　門　 小学生の部、中学生の部、高校生

の部、一般の部、統計調査員の部

応募方法　 応募用紙または①部門②住所③

氏名④所属・学校名⑤電話番号

⑥標語をご記入の上、メール・

FAX・郵便にてご応募ください。

応募締切　３月 31 日（金）

※入賞者には表彰状および副賞を授与

■過去の特選作品

　「統計の　確かな情報　大きな安心」

問・申 総務省政策統括官統計企画管理官室

　　　普及指導担当

　　　〒 162-8668 東京都新宿区若松町 19-1

　　　☎０３－５２７３－１１４４

　　　 FAX ０３－５２７３－１１８１

　　　 E-mail toukeinohi@soumu.go.jp

麻生保健センター 　4/10（月）・4/11（火）・4/12（水）・4/13（木）・4/14（金）・4/15（土）

玉造保健センター 　4/18（火）・4/19（水）・4/20（木）・4/21（金）・4/22（土）・4/24（月）

北浦保健センター 　4/25（火）・4/26（水）・4/27（木）・4/28（金）・5/13（土）

※骨粗しょう症検診は、　　　印のみ同時実施

茨城県近代美術館　企画展
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　日本画家・東山魁夷の画業の集大成「唐招

提寺御影堂障壁画」全 68 面を、茨城県で初

公開します。

期　　間　２月 11 日（土）～４月２日（日）

　　　　　※会期中無休

開館時間　 午前 9 時 30 分～午後５時

　　　　　（入場は午後４時 30 分まで）

入　　　館　　　料　一　般　1,080（980）円

　　　　　高大生　　850（720）円

　　　　　小中生　　480（360）円

　　　　　※（　）内は 20 人以上の団体料金

　　　　　※ 満 70 歳以上の方、障害者手帳など

持参の方は無料

問 茨城県近代美術館 ☎０２９－２４３－５１１１

唐招提寺御影堂障壁画　濤
とうせい

声（部分）昭和 50 年　唐招提寺蔵

戸籍システムの入替作業による
証明書交付中止のお知らせ

　２月 25 日（土）から 26 日（日）にかけて、

戸籍システムの入替作業を行います。入替期

間中、麻生庁舎で開設している休日窓口では、

戸籍に関する証明書以外の対応となります。

　大変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。

問 総合窓口課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

パソコン困りごと無料相談会

パソコン基本操作・書類作成・

インターネット等、困りごと

解決方法の相談無料

期　　日　２月 21 日（火）

時　　間　午後７時～午後８時 30 分

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 行方幕府

　　　〒 311-1724 行方市小貫 30-2

　　　☎０２９１－３５－４３２１

元気いばらき就職面接会
（水戸会場）

　若者や、離職され求職中の方を対象に、合

同就職面接会を開催します。参加費無料。

期　　日　 ２月 16 日（木）

時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分

場　　所　茨城県水戸合同庁舎２階大会議室

　　　　　（水戸市柵町 1-3-1）

対　　象　若年者や離職中の求職者

参加事業所　約 30 社

問  茨城県労働政策課いばらき就職・生活総

合支援センター　☎０２９－２３３－１５７６

「手に職をつけよう！」
平成 29 年度学院生（４月入校生）追加募集

募集訓練科と対象者

①プラント保守科（２年訓練）

　 高等学校修了者（平成 29 年

３月修了見込み者含む）

②生産 CAD 科（１年訓練）

　 18 歳以上おおむね 30 歳以下の若年求職者

（①の対象者も該当）

試　　　　　　　　　　験　　　　　　　　　　日　２月 24 日（金）

応募期限　２月 17 日（金）

※ 出願詳細等（施設見学など）については、

下記までお問い合わせください。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　　鹿嶋市林 572-1　☎ 0299-69-1171

「地域の健康づくり教室」参加者募集
～健康維持でハッピーライフ～

　くらしの中でできる健康づくり！からだに

イイこと今日からはじめましょう！

期　　日　３月 11 日（土）

時　　間　午前９時～午後１時

場　　所　麻生公民館

対　　象　行方市民（おおむね 70 歳まで）

　　　　　先着 30 人

内　　容

　○血圧・みそ汁の塩分測定　　午前９時～

　○健康講話（地域の健康状況、健康課題）

午前９時 40 分～午前 10 時

　○健康体操（健康トライビクスダンス）

午前 10 時～午前 11 時

　○調理実習（ 低塩でもおいしい“すこしお”

健康おかずを紹介します！）

午前 11 時～午後０時 30 分

参　　　加　　　費　無料

申込期間　２月７日（火）～２月 24 日（金）

申込方法　下記までお申し込みください。

主　　催　健康増進課・公民館

問・申 麻生公民館　☎ 0299-72-1573

　　　北浦公民館　☎ 0291-35-3777

　　　玉造公民館　☎ 0299-55-0171

「茨城いのちの電話」　平成 29 年度  電話相談員講座生募集

　いのちの電話は、助けや慰め、励ましを求めている一人一人に、電話を通してよき隣人と

して対話するボランティアの活動です。

研修期間　 ６月～平成 31 年３月（原則として月３回）

応募資格　 年齢 23 歳以上（学歴、職業は問いません）　　募集人数　40 人程度

研修会場　主につくば市内　　申込締切　５月８日（月）

必要書類　レポート、申込書など

※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

第５回　行方の雛まつり



婚活ナビ☆パーティー情報☆

（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 3 月 4 日（土）13：30 ～ 16：30

　ホテルべストランド（つくば市）

② 3 月 12 日（日）13：30 ～ 16：30

　ホテルグランド東雲（つくば市）

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！
日　　時　３月 25 日（土）13：30 ～ 16：30

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 15 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

申込期間　２月 24 日（金）～３月 10 日（金）

※詳細はお問い合わせください。

問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　　　☎０２９－２２４－８８８８

なめがた版　婚活

作って食べる「ピザパーティ」

日　　　　時　　2 月 26 日（日）13：30 ～ 16：30

場　　　　所　　天王崎観光交流センター　コテラス

対　　　　象　　30 代・40 代の独身男女各 9 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

※ 男性は行方市に在住か在勤の方に限ります。

会　　　　費　　男性　1,000 円　　女性　500 円

申込締切　　2 月 13 日（月）

申込方法　　 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　 FAX 0299-72-2174

平成 28 年度
行方市長杯バドミントン大会
期　　日　３月 19 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　３月５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 22 回行方市民テニス大会
期　　日　３月５日（日）

　　　　　※雨天時３月 12 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・ミッ

クスダブルス

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 29 年６月１日から平成 30 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 17 日（金）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　�北浦体育館に連絡をお願いします。

申込締切　２月 28 日（火）

※ 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 生涯学習課　北浦体育館

　　　☎０２９１－３５－２１２０

■申告日程表
市民税・県民税
申告相談

２月１６日（木）～
３月１５日（水）

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～午前 11 時 30 分
《午後の部》午後１時～午後４時　　　　　　

指定日 対象地区 対象地区 対象地区

２月 16 日（木）

麻生地区

津澄地区

玉川地区２月 17 日（金）

２月 20 日（月）

２月 21 日（火）

手賀地区２月 22 日（水）

太田地区２月 23 日（木）

２月 24 日（金）

要地区
玉造地区

２月 27 日（月）

大和地区
２月 28 日（火）

３月１日（水）

３月２日（木）

３月３日（金）

行方地区
現原地区

３月６日（月）

武田地区

３月７日（火）

３月８日（水）

小高地区

３月９日（木）

立花地区

３月 10 日（金）

３月 13 日（月）

３月 14 日（火）

３月 15 日（水）

平成 29 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 29 年度（平成 28 年分所得）の

市民税・県民税の申告相談は、平成 29

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

　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29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」

スポーツ情報

問 総合窓口課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

「かしま灘楽習塾」第 12 期塾生募集
～ 115 講座の生涯教室～

　♪行方市民の皆さんも

一緒に楽しく学びませんか♪　

期　　間　４月～平成 30 年３月（１年間）

講座内容　 概要や日程などは、鹿嶋市まちづ

くり市民センター、鹿嶋市役所社

会教育課、大野ふれあいセンター

などにある講座紹介パンフレット

やホームページをご覧ください。

費　　用　月１回講座　  6,000 円 / 年

　　　　　月２回講座　11,500 円 / 年

　　　　　※教材費などは実費

申込締切　２月 26 日（日）午前中

問・申   かしま灘楽習塾（鹿嶋市まちづくり市

民センター内）　☎ 0299-85-2601

　　　 URL  http://www.nadajuku.com/

　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 871 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
841 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

837 円

各種商品小売業 811 円

効力発生日：平成 28 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 30 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

　　　　　（ 小学生以下の方は、保護者同伴

でお願いします）

募集期間　 ２月 20 日（月）～ 3 月 31 日（金）

※祝日は除く

募集人数　８人（先着順）

参　　　　　加　　　　　　費　 2,000 円（年間参加料）

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。

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

問・申  行方市体育協会事務局（北浦体育館内）

　　☎ 0291-35-2120　 FAX 0291-35-3854

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


