
お知らせ版
市報　行方 　市長公室  政策秘書課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 29 年 4 月 1 日　№ 121

　現在、茨城県内で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。

◇カインズホーム玉造店

　４月６日（木）10：00 ～ 12：15

　　　　　　　　13：30 ～ 16：00

　４月 30 日（日）　※ 400ml 限定

　　　　　　　　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

　「２つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といった慣れない動きで、脳を適度

に混乱させ、認知機能の低下を予防するプログラムです。

　笑顔やコミュニケーションが生まれ、楽しく続けられるのが特徴です。

期　　日　５月 11 日～７月 27 日（毎週木曜日、全 12 回コース）

時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分

対　　象　 市内在住の 65 歳以上で運動が可能な方、自分で会場まで来られる方、教室のほ

ぼすべてに参加できる方

募集人数　30 人（定員になり次第締切）

場　　所　地域包括支援センター（玉造保健センター内）

参　　　　　加　　　　　費　無料

申込方法　下記まで電話でお申込みください。

申込締切　4 月 28 日（金）

内　　容　脳活性化・認知機能向上プログラムのシナプソロジーおよび運動教室

講　　師　Rise total support　所  圭吾先生

持　　　　　ち　　　　　物　筆記用具、タオル、飲み物（水分補給）、室内用シューズ

　　　　　※動きやすい服装でお越しください。

問・申 地域包括支援センター（玉造保健センター内）☎０２９９－５５－０１１４

笑顔で楽しく脳を活性化！「脳スッキリ・体シャッキリ教室」受講生募集！

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　４月 25 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

　エフエムかしま市民放送株式会社では、ス

タジオのある鹿嶋市交流会館駐車場敷地内

に、高さ約 59 メートルの放送塔を建設しま

した。

　高さのある放送塔に高性能アンテナを設

置したことにより、放送エリアが鹿行地域に

拡大しました（２月 23 日午前０時～）。

　鹿嶋市だけでなく、鹿行地域に向けた番組

を順次放送しますので、ぜひ ｢エフエムかし

ま｣ をお聴きください。

■放送エリア

　鹿行地域（ 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、

鉾田市）

■周　　　　　波　　　　　数　76.7 メガヘルツ

★ ただいま、鹿行地域から幅広くパーソナリ

ティを募集しています！お気軽にお電話

ください。

問 エフエムかしま市民放送株式会社

　 ☎０２９９－８４－７７７７

｢エフエムかしま｣
放送エリア拡大のご案内

※ 行方市は、エフエムかしまと ｢災害時にお

ける放送要請に関する協定｣ を締結してい

ます。大災害発生時はエフエムかしまで行

方市の情報が放送されます。

　市内には、たくさんの文化財があります。

行方の誇れる麻生藩家老屋敷記念館で、こど

もの日にちなんでイベントを開催します。皆

さんで、麻生藩家老屋敷にお越しください。

期　　間　 ４月 20 日（木）～５月５日（金）

の木・金・土・日・祝祭日

内　　容　 五月人形・つるし飾り展、家老屋

敷パネル展示

時　　間　午前９時～午後４時

場　　所　麻生藩家老屋敷記念館

　　　　　（麻生 1153-1）

休　　　　　館　　　　　日　月・火・水（祝祭日開館）

入　　　　　館　　　　　料　無料

★特別イベント

　５月３日（水）

　　・しょうぶ・おもちゃの無料配布

　　　　（なくなり次第終了）

　　・なめがた郷土かるた販売

　　　　（販売価格 1,000 円）

問 生涯学習課（北浦庁舎）

　 ☎０２９１－３５－２１１１

五月人形展示および
家老屋敷オープンデー

財務省関東財務局
水戸財務事務所へご相談を！

　関東財務局水戸財務事務所

では、財務省の総合出先機関

として、地域の皆さまからの

相談を無料で受け付けています。

　１人で悩まないで、迷わずご相談ください。

■連 絡 先

　○だまされないで！危ない投資勧誘！

　○電子マネーが詐欺の支払いに悪用！

　　☎０２９－２２１－３１９５

　（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00・祝祭日を除く）

　○借金のことでお悩みはありませんか？

　　☎０２９－２２１－３１９０

　（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：30・祝祭日を除く）

　地域の皆さんの手により、公共

の場を緑化し、緑豊かなまちづく

りへの意識を持ってもらうことを

目的とします。

　配布する花苗の種類は未定ですが、１団

体あたり 200 本までを予定しています。

応募資格　 普段から活動をしている町内会・

商店会・子ども会・老人会等の

団体のみ

募集人数　先着 20 団体まで

場　　所　 集落センターや道路沿いなどの

公共性の高い場所

料　　金　無償配布

申込方法　 電話または直接農林水産課（北浦

庁舎）までお越しください。後日

申請書を郵送します。

申込期間　５月１日（月）から受付開始

　　　　　※先着順

問・申 行方市緑化推進協議会（農林水産課内）

　　   ☎０２９１－３５－２１１１

花苗等を配布します

期　　日　５月 12 日（金）

時　　間　午前 10 時～午後３時

場　　所　玉造保健センター

人　　数　６人程度

申込方法

　 茨城県福祉相談センター（☎ 029-221-

4150）または社会福祉課障害福祉グループ

（☎ 0299-55-0111 内線 106）まで、お申し

込みください。

問 社会福祉課（玉造庁舎）☎ 0299-55-0111

知的障害者巡回相談

　ゴールデンウィークに年次有給休暇を組

み合わせて連続休暇にする ｢プラスワン休

暇｣ を実施しませんか。

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活

の調和）のために、年次有給休暇を計画的

に活用しましょう。

問 茨城労働局雇用環境・均等室

　 ☎０２９－２７７－８２９５

｢プラスワン休暇｣ で元気をプラス！

行方市内の22店舗、

　　　　　　目印はこの旗　▶

　麻生藩家老屋敷や大塲家郷士屋敷

など、江戸時代の風情と共に固有の

食文化が伝承されている行方市。

　そんな歴史を「食」で感じてもら

おうと、市内の 22 店舗が、店の自慢の料理

をお殿様やお姫様に差し上げるように提供

するのが、「行方御膳」です。

街で話題のNewグルメ「行
な め が た ご ぜ ん

方御膳」
４月１日からスタート！

　皆さまのお越しをお待ちしています。

問 行方市商工会

　 ☎０２９９－７２－０５２０

【行方御膳加盟店】

　■麻生地区

　　旬膳の庄　一葉亭

　　湖畔の宿　湖月

　　和食　下島

　　民宿　しをみ食堂

　　大湖

　　橋本屋旅館

　　福田屋

　　萬寿山

　　池端

　■北浦地区

　　北浦宝来温泉　北浦湖畔荘

　　小林本店

　　四季彩

　　松月

　　ニューいせ山

　　農家レストランふきのとう

　■玉造地区

　　割烹　稲荷屋

　　とんかつ　㐂いち

　　あぶり焼肉　煙家

　　和洋ダイニング新鮮組

　　レストラン　時
ト ム ソ ー ヤ

夢創屋

　　ニューますみ

　　みのり食堂

▼湖畔の宿　湖月「行方御膳」
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（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

みんなでしゃべらないと！

日　　時　５月 18 日（木）19：00 ～ 21：00

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　27 歳～ 33 歳の独身男女各 15 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

申込期間　４月 18 日（火）～５月２日（火）

※詳しくは、お問い合わせください。

　初心者向けに、つるし飾り

つくり教室を開催します。

　毎月１つずつ作品を仕上げ

ていき、作品は来年のひな祭

り期間、麻生藩家老屋敷に飾

ります。

　皆さんの参加をお待ちしています。

期　　日　５月 12 日（金）・５月 19 日（金）

　　　　　６月２日（金）・６月 16 日（金）

　　　　　７月７日（金）・７月 21 日（金）

　　　　　８月４日（金）・８月 18 日（金）

時　　間　午前９時 30 分～午前 11 時 30 分

場　　所　麻生藩家老屋敷記念館　管理棟

対　　　　　象　　　　　者　初心者の方

募集人数　12 人（定員になり次第締切）

参　　　　　加　　　　　　費　 毎回 100 円。ただし、８月 18 日

は 300 円（かざりひも、輪の代

金含む）

持　　　　　　ち　　　　物　裁縫道具

申込締切　４月 28 日（金）

申込方法　 下記まで電話または FAX でお申

し込みください。

問・申 生涯学習課（北浦庁舎）

　　　☎０２９１－３５－２１１１

　　　 FAX ０２９１－３５－１７８５

やさしい　つるし飾り教室平成 29 年度
鹿行手話奉仕員養成講座開催

　手話によるコミュニケー

ションの技術および聴覚障

害の関連知識を習得し、手

話活動を行い得る手話奉仕

員を養成することを目的に

次のとおり講座を開催します。

内　　容

① 手話技術（表現、読み取り、会話、同時通

訳の基礎）

② 関連知識（聴覚障害者の生活・教育・職業・

社会活動・制度の基礎知識）

③ 体験学習（聴覚障害者団体が行うレクや研

修会等行事への参加）

対　　　　　象　　　　　者

▶入門コース

　手話学習を希望する初心者（高校生以上）

▶基礎コース

　 入門コースを修了した方または手話の基

礎がある程度できている方（高校生以上）

テキスト

　 全日本聾
ろ う あ

唖連盟発行　厚生労働省手話奉仕

員養成カリキュラム対応

　手話奉仕員テキスト

　「手話を学ぼう　手話で話そう」DVD 付き

　　　　　　　　　　　3,000 円（税別）

講習日等

コース 開講日 時間 受講料

入門

全 35 回 ５月 13 日～

平成 30 年２月

毎週土曜日

午後７時～

午後９時
無料

基礎

全 35 回

会　　場　潮来市立中央公民館

　　　　　（潮来市日の出 3-11）

申込方法　 受講当日お申し込みください（事

前申し込み不要）。

問 鹿行手話奉仕員養成委員会

　 委員長　越地 FAX  ０２９９－７２－２６６１

　 事務局　高橋  ☎０５０－５２７６－９５８５

なめがたふれあいスポーツクラブ
カルチャー教室　体験教室

問・申  なめがたふれあいスポーツクラブ

　　　（玉造 B ＆G 海洋センター内）

　　☎０９０－２５６１－０４８６（クラブ専用）

　　　　※火・木・土午前９時～午後４時受付

　平成 29 年度カルチャー教室開催に向けて、体験会を実施します。まずは体験してみたい方、

お待ちしています。

教室名 日時・場所 時　間 体験料

健康でキレイになるた
めのトレーニング教室

5 月 16 日（火）麻生公民館
5 月 23 日（火）北浦公民館
5 月 30 日（火）玉造公民館

午後 8 時～　
　　　午後 9 時

１回 300 円

ヨガ教室
5 月 24 日（水）麻生公民館
5 月 31 日（水）玉造公民館

午後８時～　
　　　午後９時

１回 300 円

ジュニアヒップホップ
（小学１年生以上対象）

通常スクールにて随時受付中
毎週木曜日レイクエコー

午後６時 40 分～　
　　午後７時 30 分

１回 200 円

※ジュニアヒップホップ体験は、お一人１回までとさせていただきます。

申込締切　４月 30 日（日）

申込方法　 右記まで電話でお申し込みくだ

さい。

第１次試験日　５月 14 日（日）

　　　　　　　（教養試験、論（作）文試験）

受験資格

①警察官Ａ　 昭和 59 年４月２日以降に生まれ

た人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く）を卒業した

人もしくは平成 30 年 3 月 31 日

までに卒業見込みの人または人

事委員会がこれと同等と認める人

②警察官Ｂ　 昭和 59 年４月２日から平成

11 年４月１日までに生まれた人

で、①の受験資格（学歴部分）

に該当しない人（平成 29 年 10

月１日から勤務可能な人に限る）

受付期限

　郵送・持参： ４月 25 日（火）

　電子申請    ： ４月 24 日（月）午後５時

問 茨城県警察本部警務課

　 ☎０１２０－３
サイヨーゴハッピー

１４０５８

　 行方警察署警務課

　 ☎０２９９－７２－０１１０

　（平日午前８時 30 分～午後５時 15 分）

　または最寄りの交番、駐在所まで。

平成 29 年度　第１回
茨城県警察官　採用試験

鹿行スポーツボウリング推進協議会
主催　無料体験スクール

日　　時

　５月 10 日（水）・11 日（木）

　　　　　午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分

　５月 11 日（木）　午後６時 30 分～午後８時

※ どなたでもお好きな日に一度だけ参加可

能です。

場　　所　鹿島ボウル（鹿嶋市宮中 290-1）

【キャリーハートクラブ】のご案内

＊ 障害者手帳をお持ちの方限定クラブ（鹿島

ボウルにて貸靴およびボウリングゲーム

代割引）

＊ 全国障害者スポーツ大会参加選手を毎週

１回、無料レッスン実施中

※詳しくは、お問い合わせください。

問  鹿行スポーツボウリング推進協議会　　

（鹿島ボウル内）　☎０２９９－８４－６７６７

不動産鑑定士による
不動産無料相談会

　不動団鑑定士が、不動産の価格などのご相

談に無料でお答えします。

日　　時

　【土浦会場】

　　４月７日（金）午前９時 30 分～正午

　　県南生涯学習センター５階小会議室

　　（土浦市大和町 9-1）

　【水戸会場】

　　４月 10 日（月）午前９時 30 分～正午

　　茨城県開発公社１階中会議室

　　（水戸市笠原町 978-25）

申込方法　 当日、会場にてお申し込みください。

問  一般社団法人茨城県不動産鑑定士協会

　 ☎０２９－２４６－１２２２

問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　　　☎０２９－２２４－８８８８

みんなでしゃべらないと！

日　　時　６月 16 日（金）19：00 ～ 21：00

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　５月 16 日（火）～５月 30 日（火）

※詳しくは、お問い合わせください。

ボイラー取扱技能講習
（小規模ボイラー取扱資格取得）

日　　時

　４月 15 日（土）午前９時～午後５時

　４月 16 日（日）午前９時～午後６時 5 分

場　　所　茨城県ＪＡ会館　分館２階

　　　　　（水戸市梅香 1-5-5）

申込期間　４月３日（月）～４月７日（金）

定　　員　60 人（定員になり次第締切）

受　　　　　講　　　　　料　11,880 円（テキスト代別）

修　　　　　了　　　　　証　 講習の全科目を修了し、修了試験

（筆記試験）合格者に交付します。

※詳しくは、お問い合わせください。

問・申  一般社団法人日本ボイラ協会茨城支部

　　  ☎０２９－２２５－６１８５

　　　〒 310-0022 水戸市梅香 1-5-5

　　　茨城県 JA 会館分館３階


