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受講生募集！
｢インバウンド対応ガイド育成講座｣

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

　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。
◆９月 14日（木）13：15 ～ 16：00
　会場：土浦協同病院なめがた地域医療センター
　協力：行方ライオンズクラブ
◆９月 26日（火）10：00 ～ 12：30
　会場：カインズホーム玉造店
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

　2020 年東京オリンピック・パラリンピッ
ク開催決定を契機として、今後、鹿行地区に
増加が見込まれる訪日外国人観光客に対応す
るガイドの育成講座（全５回）を開催します。
内　　容　�英語による観光案内に必要な

語
ご い

彙、ガイド方法を学びます。ま
た、SNS 等を用いて、国内外に
向けての情報発信の方法、それに
伴う留意事項等を学びます。

対　　象　 受講後、ガイドとして活動（不定
期）できる 20 歳以上の方（ガイ
ド経験がなくても構いません）。

開催時期　 10 月以降を予定。講座時間は午
後２時～午後４時。

※ 講師のスケジュール等の事情で変更になる
可能性があるので、予めご了承ください。
場　　所　鹿嶋市役所
定　　員　5 人（先着順）
費　　用　無料
申込期限　９月 15 日（金）
問・申  総合戦略課地方創生グループ（麻生庁舎）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１

パソコン困りごと無料相談会

パソコン練習方法・書類作成
方法・インターネット等、困
りごと解決方法の無料相談会
期　　日　９月 26 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　☎０２９１－３５－４３２１

参加者募集！
「認知症予防講演会」

　認知機能を高める実技を行いながら、脳を
活性化させるにはどういう方法があるかお話
ししていただきます。
期　　日　９月 21 日（木）
時　　間　午後１時 45 分～午後３時 15 分
　　　　　（受付：午後１時 30 分～）
人　　数　100 人　※定員になり次第締切
場　　所　行方市地域包括支援センター
料　　金　無料
講　　師　Rise total support　所 圭吾先生
申込方法　�下記まで電話でお申し込みくだ

さい。
問・申  行方市地域包括支援センター（玉造保健

センター内）☎０２９９－５５－０１１４

鹿行地区ストーマ講習会

期　　日　10 月１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（ ストーマケアおよび腸閉塞の原因

と予防）
　　講師：白十字総合病院　中田 一郎先生

　② 参加者による懇談会および装具の展示・
説明等

費　　用　1,000 円（昼食代他）
申込方法　 ９月 25 日（月）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

航空自衛隊百里基地からのお知らせ
航空観閲式実施について

　防衛省は、自衛隊記念日行事の一環として、
航空観閲式を 10 月 29 日（日）、航空自衛隊
百里基地において実施することとなりました。
　本観閲式は、政府主催行事のため、招待者
以外の方のご入場はできません。また、当日
および事前の飛行訓練に際しては、ご迷惑を
お掛けいたしますが、何とぞご理解のほど、
よろしくお願いいたします。
問  航空自衛隊百里基地渉外室
　☎０２９９－５２－１３３１（内線 2211・2587）

　潮来税務署では、事業者の方を対象として、
消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催
します。多くの事業者の方に関係のある制度
ですので、ぜひ説明会にお越しください。
開催期日および会場
　10 月２日（月）　 潮来ショッピングセンター

アイモアJOYホール（２F）
　10 月３日（火）　神栖市文化センター
　10 月４日（水）　鹿嶋勤労文化会館
　10 月５日（木）　行方市文化会館
　10 月 10 日（火）鉾田市大洋公民館
時　　間（各会場共通）
　①午前 10 時 30 分～午前 11 時 40 分
　②午後１時 20 分～午後２時 30 分
　③午後３時～午後４時 10 分
問  潮来税務署　消費税軽減税率担当
　☎０２９９－６６－６９３１
　※ 税務署の電話番号におかけいただいた後、自動

音声案内に従って ｢２｣ を選択してください。

消費税軽減税率制度説明会のご案内 不動産取得税の減額について

　住宅用土地を取得した日から２年（平成
16 年４月１日から平成 30 年３月 31 日ま
でに土地を取得した場合は３年）以内に住宅
を新築した場合や、土地取得後１年以内に中
古住宅を取得した場合で、一定の要件を満た
していれば、その土地に係る不動産取得税が
減額・還付されます。
　この減額は、申請により適用となりますの
で、土地の不動産取得税をすでに納められた
方で、申請のお済みでない場合は、早めに申
請していただくようお願いします（申請期
限：家屋完成後５年以内）。
　このほか、東日本大震災等で被災し、代わ
りの土地や住宅等の不動産を取得した場合
につきましても、一定の要件のもとで不動産
取得税が軽減される場合があります。
　詳細はお問い合わせください。
問 茨城県行方県税事務所　課税第二課
　 ☎０２９９－７２－０７７３
　 URL  http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/

somu/zeimu/index.html

【韓国語】　 ハングルの読み書きからあいさつ・
自己紹介・基礎会話まで、ネイティ
ブ先生と楽しく学習します。

【英会話】　 中学１年生レベルの文法を中心
に、基礎会話・旅行会話を外国人
先生と楽しく学習します。

期　　日　９月 28 日（木）から毎週木曜日
　　　　　全８回（60 分×８回）
時　　間　
　▶韓国語：午後６時～午後７時
　▶英会話：午後７時 30 分～午後８時 30 分
場　　所　麻生公民館
受　　　　　講　　　ｖ　　料　全８回 6,000 円
　　　　　（別途テキスト代 2,000 円）
定　　員　各講座 15 人（先着順）
申込方法　�下記まで電話でお申し込みくだ

さい。
問・申  国際文化交流協会　前田
　☎０９０－６４８９－２８０３
　（平日午前 10 時～午後６時）

大人のための韓国語・英会話入門講座 平成 29年度　女性のための検診のお知らせ

検診内容

　今年度にまだ検診を受けていない方が対象です（４月・５月の集団検診および医療機関検
診を受けられた方は申し込みできません）。※年１回の助成になります
期日および会場

申込方法
　各戸に配布された ｢女性のための検診チラシ｣ に付いている申込ハガキにご記入の上、個
人情報保護シールを貼り、ポストへ投函ください。なお、市ホームページ等からも申し込む
ことができます。※９月 22 日（金）必着
問・申 健康増進課（北浦保健センター内）☎０２９１－３４－６２００

検診項目 対象者 負担金 内容等

乳がん
超音波検査 30 歳～ 59 歳 500 円

乳房Ｘ線検査
（マンモグラフィ） 40 歳以上 500 円 ２年に１回。40 歳代は２方向

の撮影
子宮（頸部）がん 20 歳以上 500 円 子宮頸部細胞診

骨粗しょう症 20 歳～ 70 歳
※女性で 5 歳ごと 700 円

20 歳、25 歳、30 歳、35 歳、
40 歳、45 歳、50 歳、55 歳、
60 歳、65 歳、70 歳
※ 超音波法による足かかと骨密度

測定

期日
11 月２日（木）、５日（日）、６日（月）、
７日（火）、８日（水）

会場
北浦保健センター

（住んでいる地域に関係なく申し込み
できます）

○
○

※骨粗しょう症検診は、○印のみ同時実施



☆行方市からの婚活情報☆
市の結婚支援事業と、近隣で開催されるパー
ティー情報をお知らせします。

【市主催】セミナー＆プチお見合い

「プロの写真でイメージアップ

～魅力を伝えるプロフィールづくりとプチお見合い～」

日　　時　10 月 21 日（土）13：00 ～ 17：00
場　　所　鹿島セントラルホテル
対　　象　25 歳～ 39 歳の独身男女各 6 人
　　　　　（男性は行方市在住・在勤）
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　９月１日（金）～ 10 月６日（金）

【潮来市主催】出会いパーティー

 図書館 de 恋活
日　　時　11 月 18 日（土）受付 14：00 ～
対　　象　28 歳～ 39 歳の独身男女各５～ 10 人
　　　　　（男性は鹿行５市・香取市在住に限る）
申込期限　11 月６日（月）

問・申 潮来市子育て支援課
　　　☎０２９９－６３－１１１１

問・申 政策秘書課（麻生庁舎）
　☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

こちらからも申し込む
ことができます→

【県の団体主催】出会いパーティー

 ざ・飲み会
日　　時　11 月 18 日（土）18：00 ～ 20：30
場　　所　宮戸（水戸市内の飲食店）
対　　象　40 歳以上の独身男女各６人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　10 月 17 日（火）～ 10 月 31 日（火）

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/formmail/

contact.html
問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎）
☎０２９１－３５－２１１１FAX ０２９１－３５－１７８５

問・申 行方市体育協会事務局（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

内　　容　 北方領土に関するもので、啓発
グッズ等をはじめとしたさまざま
な世論啓発の場で使用する標語や
キャッチコピー

応募資格　どなたでも応募できます。
応募方法　 「はがき」「封書」「FAX」または「電

子メール」で①応募作品（ひらが
なで作品の読み方も記載）②郵便
番号③住所④氏名（ふりがな）　
⑤年齢⑥性別⑦電話番号⑧職業⑨
この募集を何で知ったか  を明記

　　　　　※複数回の応募可。入選は１人１作品。
応　　　　募　　　　先
　【はがき・封書】
　　 〒 160-0002　東京都新宿区四谷坂町

10-10-7F（（株）公募ガイド社内）
　　 「平成 29 年度北方領土に関する標語・

キャッチコピー募集係」宛
　【FAX】03-5312-1601
　【電子メール】hoku@koubo.co.jp
申込締切　 ９月 30 日（土）（締切当日消印、

到着メール・FAX 有効）
問  平 成 29 年 度 北 方 領 土 に 関 す る 標 語・

キャッチコピー募集係
　 ☎０３－５３１２－１０１１

平成29年度　北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

　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
募集定数　先着 20 団体
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。

受付開始　10 月２日（月）から先着順
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

天王崎観光交流センターコテラスでは…
毎月第２土曜日（11：00 ～ 14：00）

数量限定　ミックスピザ　500 円　で提供中！
釜で焼き上げる本格的な一品です。

秋季バドミントン大会
期　　日　10 月 15 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　一組　1,000 円
※ 参加費は当日チーム（クラブ）ごとに一

括してお支払いください。
申込方法　 下記まで FAX または直接お申し

込みください。
申込締切　10 月１日（日）

秋の日帰り軽登山
期　　日　10 月 18 日（水）
対　　象　 市内に住所を有する方
募集人員　 40 人
場　　所　 東京都　三頭山
参　　　　　加　　　　　　費　 １人　3,000 円（バス代・入浴料・

その他諸経費含む）
申込方法　 必ず往復はがきで申し込み、１枚

で２人までとします。
募集期間　 ９月 20 日（水）～ 10 月５日（木）

必着
※ 参加申込人数が募集人員を超えた場合は、抽選と

なります（抽選に漏れた方は、キャンセル待ちと
します）。

※ 出発時間は午前５時頃を予定しています。乗車場
所等の詳細は、参加者に後日連絡します。

※ 参加申し込みによる個人情報は、目的以外には使
用しません。

※ 体力・健康に不安のある方は、ご遠慮願います。
※ 定員に満たない場合は中止になることがあります。

〈往復はがき 記載例〉

秋の日帰りハイキング
期　　日　９月 27 日（水）
対　　象　 市内に住所を有する方
募集人員　 80 人
場　　所　 山梨県　大柳川渓谷
参　　　　　加　　　　　　費　 １人　3,000 円（バス代・入浴料・

その他諸経費含む）
申込方法　 必ず往復はがきで申し込み、１枚

で２人までとします。
募集期間　 ９月１日（金）～９月 19 日（火）

必着
※ 参加申込人数が募集人員を超えた場合は、抽選と

なります（抽選に漏れた方は、キャンセル待ちと
します）。また、参加申込人数が 40 人以上 50 人
未満の場合も、バス１台での運行とするため抽選
となります。

※ 出発時間は午前５時頃を予定しています。乗車場
所等の詳細は、参加者に後日連絡します。

※ 参加申し込みによる個人情報は、目的以外には使
用しません。

※ 定員に満たない場合は中止になることがあります。
〈往復はがき 記載例〉

種　　目　男子ダブルス（上級・中級・初級）
　　　　　女子ダブルス（上級・中級・初級）
・ 対戦組み合わせは主催者に一任させていただ

きます。
・ エントリーは自己申告制ですので、各チーム

の代表者の方は責任を持ってお申し込みくだ
さい。

・ 高校生は３年生が上級、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。参加費は
棄権してもお支払いください。

森林ボランティア育成講座

　森林ボランティアを志す人向けの入門講座
が開催されます。森林整備活動を通じ、やり
がいと楽しさを感じ取ってみませんか。
内　　容　 森林整備体験・資源活用と講義４回
　　　　　※１泊２日の合宿を予定
期　　日　 10/15（日）、10/29（日）、
　　　　　11/18（土）、11/19（日）、
　　　　　12/17（日）、1/14（日）、
　　　　　1/28（日）（全７回）
時　　間　午前９時 30 分～午後３時
定　　員　20 人
場　　所　 本市および鹿嶋市内の市有林を交

互に利用します（現地集合・解散）。
受　　　　　講　　　　　ｖ料　10,000 円（合宿費込み）
申込方法　�９月 30 日（土）までに、下記ま

で申し込みください。
問・申  森のボランティア茨城事務局　中村
　　　☎ & FAX ０２９－２７４－５２８７
　　　 E-mail nakamuraeisan@yahoo.co.jp

障害者就職面接会

　仕事をお探しの障害者の方と、障害のある
方を採用したい事業主の方が一堂に会して
面接相談を行う障害者就職面接会を開催し
ます。
　面接会に参加を希望される方、採用をお考
えの事業主の方は、ハローワーク常陸鹿嶋へ
ご連絡ください。
日　　時　９月 21 日（木）午後１時～
場　　所　鹿島セントラルホテル　新館
　　　　　（神栖市大野原 4-7-11）
※ 履歴書（応募枚数分）、障害者手帳などを

お持ちください。
※ 参加希望者・事業主は、事前にハローワー

クへの連絡が必要です。
問・申 ハローワーク常陸鹿嶋
　　　☎０２９９－８３－２３１８

行方市行方△□ -1
行方　花子　様

〒 311-1792
行方市山田 2564-10
行方市体育協会事務局  行

行方市行方△□ -1
行 方 花 子　60 歳　 女
0299-77- □△×○

行方市行方○○ -2
行方 みこっと  30 歳  女
0299-77- ○×△□

★往信面　見開き

☆復信面　見開き
日帰りハイキング申込み

〒 311- □□□□

※ この欄は、記入しない
でください。

〒 311-1792
行方市山田 2564-10
行方市体育協会事務局  行

行方市行方△□ -1
行 方 花 子　60 歳　 女
0299-77- □△×○

行方市行方○○ -2
行方 みこっと  30 歳  女
0299-77- ○×△□

★往信面　見開き

日帰り軽登山申込み

行方市行方△□ -1
行方　花子　様

☆復信面　見開き
〒 311- □□□□

※ この欄は、記入しない
でください。


