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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。

◇行方市役所玉造庁舎

　３月 23 日（木）9：30 ～ 11：30

◇行方市役所北浦庁舎　※ 400ml 限定

　３月 28 日（火）9：30 ～ 12：00

　　　　　　　　13：00 ～ 15：30

　　　　協力：行方ライオンズクラブ

◇なめがた農業協同組合麻生支店　※400ml 限定

　３月 30 日（木）9：30 ～ 12：00

　　　　協力：なめがた創生会

　　　　　　　行方ライオンズクラブ

◇セイミヤモール麻生店　※ 400ml 限定

　３月 30 日（木）13：30 ～ 16：00

　　　　協力：なめがた創生会

　　　　　　　行方ライオンズクラブ

◇麻生保健センター　※400ml 限定

　３月 30 日（木）9：30 ～ 12：00

　　　　　　　　13：00 ～ 16：00

　　　　協力：なめがた創生会

　　　　　　　行方ライオンズクラブ
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

　平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大

震災では、茨城県内に多数の住宅被害が発生

したことから、茨城県全域に被災者生活再建

支援法が適用されています。

　このたび、被災者生活再建支援制度の基礎

支援金および加算支援金の申請期限が１年

間延長されましたので、お知らせします。

基礎支援金および加算支援金の申請期限

　平成 30 年４月 10 日

　※変更前 : 平成 29 年４月 10 日

対　　　　　象　　　　　者

　 住宅被害が全壊・大規模半壊の世帯主、半

壊でその住宅をやむを得ず解体した世帯主

　※ 茨城県災害見舞金を申請済みの方（住宅

被害が半壊）で、平成 30 年４月 10 日

までに住宅を解体する予定がある場合

には、社会福祉課（玉造庁舎）までご相

談ください。

受付場所　社会福祉課（玉造庁舎）

受　　　　　付　　　　　日　

　平日　午前８時 30 分～正午、

　　　　午後１時～午後５時 15 分

　※ 12 月 28 日～１月３日は除く

問・申  社会福祉課 社会福祉グループ（玉造

庁舎）　☎０２９９－５５－０１１１

東日本大震災に係る被災者生活再建
支援制度の申請期限延長について

３月１日～３月７日　春の火災予防運動

問 鹿行広域消防本部 予防課　☎０２９１－３４－７１１９　またはお近くの消防署へ

　春は空気が乾燥する上、季節風が強く、火災が発生しやすくなります。
　火災予防対策をしっかりと行い、大切な命と財産を火災から守りましょう！

◆あなたの生命と財産を守るために、火の用心七つのポイント
　〇寝たばこやたばこの投げ捨てをしない。
　〇コンロで火を使っているときは、その場を離れない。
　〇家の周りに燃えやすい物を置かない。
　〇風の強いときは、たき火をしない。
　〇子どもには、マッチやライターで遊ばせない。
　〇電気器具は正しく使い、たこ足配線をしない。
　〇ストーブの周りには、燃えやすいものを置かない。

春は火災の多発期！！　枯れ草火災等に注意！

◆火災からあなたと大切な家族の命を守る！住宅用火災警報器
　消防法で、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」の設置が義務付けられています。
　 まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。また、次のポイントを確認し、適切に維持管理し

ましょう！
　●すべての寝室に設置
　●上階に寝室があれば階段にも設置
　●定期的に作動試験を実施
　●ホコリをこまめに拭き取る
　● 10 年を目安に交換
　　※台所・居間（義務はありませんが、安心・安全のため設置を
　　　おすすめします。）

◆住宅用火災警報器に寿命があるって知っていますか？
　住宅用火災警報器は設置してから、約 10 年が交換の目安です！
　■ 古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、早めに交

換しましょう（連動型を推奨します）。
　■記入した ｢設置年月｣ または ｢製造年｣ を確認してみましょう。

最終！
「夕日のコンサート in 霞ヶ浦」第４弾

期　　日　３月 12 日（日）

時　　間　午後３時～

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド野外ステージ

入　　　　　場　　　　　料　無料

出　　　　　演　　　　　者　ザ・デュエッツ

　古今東西の珠玉のデュエットソングを、心

地よくも刺激的にお届けします。

　詳細は、霞ヶ浦ふれあいランドホームペー

ジをご覧ください。

問  霞ヶ浦ふれあいランド　☎ 0299-55-3927

白帆の湯♪カラオケ大会

期　　日　３月 18 日（土）

時　　間　開場：午前 10 時

　　　　　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

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。

■なめがた大使　奈良崎正明さん

　ミニショー同時開催！お楽しみに！
問・申 白帆の湯　☎０２９９－８０－６６２２

「桜まつりお茶会」のご案内

　文化庁の伝統文化親子教室事業の採択を

受けた玉造親子茶道教室の皆さんが、碧
みどり

の会

講師の指導のもと茶道を学び、この度お茶会

の開催となりました。

　皆さまのご来場をお待ちしています。

期　　日　４月１日（土）

時　　間　午前 10 時～午後３時

場　　所　大塲家郷士屋敷（玉造甲 4533）

問 生涯学習課（北浦公民館内）

　 ☎０２９１－３５－２９０８

　新年度の募集となりますので、対象年齢等に該当する方であればどなたでも申し込むことが

できます。詳細については、各戸に配布された案内チラシをご確認の上、お申し込みください。

■健診期日

　（麻生保健センター）６月１日（木）・６月２日（金）・６月４日（日）・６月５日（月）

　（玉造保健センター） ６月 22 日（木）・６月 23 日（金）・６月 25 日（日）・６月 26 日（月）・

６月 27 日（火）

　（北浦保健センター）７月７日（金）・７月８日（土）・７月 10 日（月）・７月 11 日（火）

■申込方法　 各戸に配布された案内チラシの申込ハガキにご記入の上、ポストへ投函くださ

い。市のホームページ（ URL http://www.city.namegata.ibaraki.jp/）からも申し込む

ことができます。

■申込締切　４月３日（月）

　※ 定員に満たない日については、申込期限終了後であっても予約ができ

る場合もありますので、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）☎０２９１－３４－６２００

平成 29 年度　総合健診（ミニドック）のお知らせ

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　３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

　暮らしに役立つ消費者セ

ミナーを開催します！

　「目からウロコの洗濯、

しみ抜き、クリーニング術

を学ぼう！」をテーマに、

洗濯上手を目指しましょう。

　また、昨年 12 月に改正のあった洗濯表示

についても解説します。

　あわせて、消費生活展も開催しますので、

皆さまお誘いあわせの上、ご参加ください。

テ　　　　　ー　　　　　マ　 「目からウロコの洗濯、しみ抜き、

クリーニング術を学ぼう！」

講　　師

　 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント・相談員協会

　東日本支部・茨城分科会代表 内藤恵美子氏

期　　日　３月９日（木）

時　　間　午後 1 時 30 分～午後３時

対　　　　　象　　　　　者　�どなたでも参加できます。（定員

になり次第締め切り）

場　　所　麻生公民館２階　研修室

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　電話で下記までお申込みください。

問・申  商工観光課（北浦庁舎）

　  　☎０２９１－３５－２１１１

「目からウロコの洗濯、しみ抜き、
クリーニング術を学ぼう！」



　不動産の相続登記をせずに放置しておく

と、権利関係が複雑となり、後にさまざまな

トラブルが起こることがあります。

　相続登記でお困りの方は、お気軽にご相談

ください。

■司法書士による相談

　茨城司法書士会

　　☎０２９－２２５－０１１１

■未登記建物の登記の相談など

　茨城土地家屋調査士会

　　☎０２９－２５９－７４００

■相続登記の申請手続全般

　水戸地方法務局鹿嶋支局

　　☎０２９９－８３－６０００

※ 詳しくは、水戸地方法務局ホームページ

（http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/) をご覧く

ださい。

問 水戸地方法務局鹿嶋支局

　 ☎０２９９－８３－６０００

相続登記はお済みでしょうか？

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 4 月 16 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　４月 16 日（日）13：30 ～ 17：00

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 15 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

申込期間　３月 17 日（金）～３月 31 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

「校庭遊びとプレミアムＢＢＱ」

　童心に返って校庭遊びを楽しんで、お腹が空いたら、

なめがたファーマーズヴィレッジの厳選素材を使った

プレミアムBBQを堪能 !

日　　時　３月 18 日（土）10：30 ～ 15：00

場　　所　 なめがたファーマーズヴィレッジ

現地集合（行方市宇崎 1561）

対　　象　20 歳～ 35 歳の独身男女各 30 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

　　　　　※グループでの参加もできます。

会　　費　男性 4,000 円　女性 3,000 円

申込締切　３月８日（水）

申込方法　下記までお申し込みください。

問・申 政策秘書課まちづくりグループ（麻生庁舎）

☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

E-mail  http://www.city.namegata.ibaraki.jp/

mailform.php?code=91

■一般幹部候補生

　応募資格

　【大卒程度試験】

　　 22 歳以上 26 歳未満の者（20 歳以上 22

歳未満の者は大卒（見込み含む）、修士

課程修了者等（見込み含む）は 28 歳未満）

　【院卒者試験】

　　 修士課程修了者等（見込み含む）で、20

歳以上 28 歳未満の者

　受付期限　５月５日（金）（締切日必着）

　試験期日

　　１次：５月 13 日（土）・14 日（日）

　　２次：６月 13 日（火）～６月 16 日（金）

　　３次：海・空飛行要員のみ

■予備自衛官補

　１. 一般公募

　　18 歳以上 34 歳未満

　２. 技能公募

　　18 歳以上で国家資格を有する者

　　※要件等はお問い合わせください。

　受付期限　４月７日（金）（締切日必着）

　試験期日　４月14日（金）～４月18日（火）

　　　　　　（いずれか１日を指定されます）

※詳しくは下記までお問い合わせください。

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

　 ☎０２９９－５２－１３６６

平成 29 年度 自衛官募集

愛玩用家畜（ペット）の
飼養状況の報告について

　愛玩用（ペット）であっても家畜を飼養

されている方は、家畜伝染病予防法により、

毎年２月 1 日現在の飼養頭羽数等を県に報

告することになっています。

　報告が必要な家畜は次のとおりです。

　これらの家畜を１頭（羽）でも飼育してい

れば、ペットであっても報告の必要がありま

す（犬、猫、うさぎ、インコなどは対象とな

りません）。

　報告方法・用紙など詳しいことは、下記ま

でお問い合わせください。

問 茨城県鹿行家畜保健衛生所

　 ☎０２９１－３３－６１３１

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、

いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、

だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

第 28 回　鹿島吹奏楽団定期演奏会

期　　日　３月 19 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　マードックからの最後の手紙

　　　　　（樽屋雅徳）

　　　　　ノートルダムの鐘

　　　　　（アラン・メンケン）他

問 鹿島吹奏楽団　団長　清水 哲人

　 ☎０９０－７２４０－９６０７

平成 29 年度　国家公務員採用試験

　人事院は平成 29 年度中に次の国家公務員

採用試験を行います。

■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）

　受付期間（インターネット）

　　３月 31 日（金）～４月 10 日（月）

　第１次試験日　４月 30 日（日）

■一般職試験（大卒程度試験）

　受付期間（インターネット）

　　４月７日（金）～４月 19 日（水）

　第１次試験日　６月 18 日（日）

■一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級））

　受付期間

　　（インターネット）

　６月 19 日（月）～６月 28 日（水）

　　（郵送・持参）６月19日（月）～６月21日（水）

　第１次試験日　９月３日（日）

※ 申し込みは、インターネットにより行って

ください（個人の試験結果（成績）もイン

ターネットで確認できます）。

　 URL http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

問 人事院関東事務局

　 ☎０４８－７４０－２００６～８

平成 29 年度　労働基準監督官募集

受験資格

　１. 昭和 62 年４月２日～平成８年４月１日

生まれの者

　２. 平成８年４月２日以降生まれの者で次

に掲げる者

　　（１） 大学を卒業した者および平成 30 年

３月までに大学を卒業する見込み

の者

　　（２） 人事院が（１）に掲げる者と同等

の資格があると認める者

試験の程度　大学卒業程度

受付期間（インターネット）

　 ３月 31 日（金）午前９時～４月 12 日（水）

受信有効

　▶ インターネット申し込み専用アドレス

　　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

試　　　　　験　　　　　日

　第１次試験日　６月 11 日（日）

　第２次試験日　 ７月 12 日（水）～７月 14 日

（金）のうち指定された日

※詳しくはお問い合わせください。

問 茨城労働局総務部総務課

　 ☎０２９－２２４－６２１１

　または最寄りの労働基準監督署へ

《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座Ａ》
期　　日　 ５月 8 日（月）、9 日（火）

　　　　　11 日（木）、15 日（月）、16 日（火）、

　　　　　18 日（木）の６日間

時　　間　午後６時～午後９時

内　　容　�第二種電気工事士（筆記）受験

対策・練習問題解説

定　　員　15 人（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円

　　　　　（テキスト代含む）

申込期間　３月 13 日（月）～４月５日（水）

申込方法　 往復はがきまたは鹿島産業技術

専門学院ホームページからお申

し込みください。

※詳細は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

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

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

なめがたふれあいスポーツクラブ
教室案内

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  ※月曜除く 

楽しいひとときを過ごしましょう♪

「桜の花びらウォーキング」

古代ロマンの沖洲路を訪ねて

（桃浦～三昧塚古墳～沖洲トーホーランド桜並木）

期　　日　４月９日（日）

集合場所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

時　　間　午前８時 30 分集合～正午帰着

参　　　　　加　　　　　費　会員・会員外 300 円※保険代等

参加対象　小学生以上

申込締切　３月 31 日（金）

申込方法

　 住所・氏名・年齢・連絡先電話番号を　

下記までお知らせください。

※ 小雨決行。荒天時は中止と

なります。

2017 年度春 JICA ボランティア
「体験談＆説明会」

　開発途上国で活動する

JICA ボランティアの制度や

内容について説明会を行い

ます。

　ボランティアには、技術系・医療系・教育

系・農業系・スポーツ系などさまざまな職種

があります。

　説明会は予約不要、参加無料、入退場自由

ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

■青年海外協力隊 /日系社会青年ボランティア

■�シニア海外ボランティア/日系社会シニア・

ボランティア

期　　日　４月１日（土）

時　　間　午後２時～午後４時

場　　所　水戸プリンスホテル

　　　　　１階　小ホール

参　　　　　加　　　　　　費　無料（入退場自由）

申込方法　当日直接会場へお越しください。

問 JICA 筑波　研修業務・市民参加協力課

　 ☎０２９－８３８－１１１７

　 URL www.jica.go.jp/volunteer/


