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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。

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　10 月 24 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

　畜産への関心を高め、理解を深めていただ
くため、研究紹介、畜産ミニ講座、ふれあい
牧場、バターづくり体験、農畜産物の販売な
どのイベントを開催します。なお、敷地内の
国土地理院のパラボラアンテナ施設公開も
同時開催です。ぜひご来場ください。
期　　日　10 月 21 日（土）※雨天決行
時　　間　午前 10 時～午後３時
場　　所　 茨城県畜産センター
　　　　　（石岡市根小屋 1234）
入　　　　　場　　　　　料　無　料　※事前申し込み不要
問 茨城県畜産センター企画情報室
　 ☎０２９９－４３－３３３３
　 HP・Facebook： 「茨城県畜産センター」

で検索

茨城県畜産センター公開デー

　茨城県内の行政書士が、面談により、遺言・
相続・各種許認可等の行政手続相談など、暮
らしと役所の諸手続きに関する相談に直接答
えます。
■期　　日　10 月 14 日（土）
　時　　間　午前 10 時～午後３時
　場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド
　　　　　　水の科学館２階多目的ホール
■期　　日　11 月 14 日（火）
　時　　間　午前 10 時～午後３時
　場　　所　麻生公民館　2 階研修室 1

問 茨城県行政書士会事務局
　 ☎０２９－３０５－３７３１

行政書士による無料相談会

○電話による無料相談○
期　　日　毎週木曜日（祝日を除く）
時　　間　午後１時～午後５時
電話番号　０２９－３０５－３７３１

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　柴又帝釈天・寅さん記念館・矢切の渡しを
めぐります。
期　　日　11 月 10 日（金）
時　　間　玉造保健センター駐車場
　　　　　午前８時 30 分出発
対　　象　市内在住の 65 歳以上の方
　　　　　先着 30 人
参　　　加　　　費　1,500 円（食事は各自負担）
申込期間　10 月 15 日（日）から先着順
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　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
年　齢
電話番号

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏

地　区 日　程

麻生地区
（各地区巡回）

10/12（木）・10/13（金）・
10/15（日）・10/16（月）

玉造地区
（各地区巡回）

11/10（金）・11/12（日）・
11/13（月）・11/14（火）・
11/15（水）・11/16（木）・
11/17（金）

北浦地区
（北浦保健センター）

11/18（土）・11/20（月）・
11/21（火）・11/22（水）

受診会場は、受診券の裏面をご覧ください。
住んでいる地域に関係なく、どこの会場でも
受診できます！
○ 外国人（農業研修生等）の方は、受診券発

行のため事前の申し込みが必要です。
＊ 外国人登録証・国民健康保険被保険者証を

持参の上、健康増進課（北浦保健センター）
に直接お申し込みください。

○ 社会保険扶養の方は、健康保険組合（共済
組合等）からの「特定健康診査受診券」が
必要なため、加入している医療保険者にご
確認ください。

○ 健康診査受診券（はがき）を各世帯に郵送
しますので、ご確認の上ご都合の良い日に
持参し受診してください。

○ 受診券が郵送されない等、ご不明な点につ
いては、お問い合わせください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎０２９１－３４－６２００

平成 29年度
地域住民健診のお知らせ

　市では、成人の日の意義を考え、次代を担
う新成人の門出を祝い励ますため、平成 30 年
行方市成人式を開催します。
期　　日　１月７日（日）
時　　間
　○受　　付　午前９時～
　○式　　典　午前 10 時～
　○アトラクション　午前 11 時～
　○記念撮影　正午～
　※ 記念撮影が終わり次第、解散となります。
会　　場　市文化会館（山田 2175）
※ 内容については、実行委員会で検討するた

め、変更になる場合があります。
※ 対象となる方へは、11 月下旬にご案内の

はがきを郵送します。詳しくは下記までお
問い合わせください。

問 生涯学習課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

平成 30年　行方市成人式のご案内

～ごえん性肺炎にならないために
　今からできること～

期　　日　11 月９日（木）
時　　間　午後２時～午後３時
場　　所　 土浦協同病院 なめがた地域医療

センター　３階会議室
参　　　加　　　費　無料（事前申込不要）
問 土浦協同病院 なめがた地域医療センター
　 ☎０２９９－５６－０６００

なめがた地域医療センター
第４回　健康教室

期　　日　10 月 14 日（土）
場　　所　歩崎公園（かすみがうら市）
　「つくば霞ヶ浦りんりんロード」の魅力や
サイクリングの楽しさを体感していただく
よう、無料レンタサイクルやクルーズ船を
使ったサイクリング、メーカーによる自転車
試乗会などさまざまな自転車体験ができる
ほか、お子様向けの自転車教室や豪華ゲスト
によるステージイベントなどを開催します。
　また、霞ヶ浦周辺のグルメブースが出店す
る「霞ヶ浦まるごとグルメフェス」も同時に
開催します。お友達やご家族お揃いでぜひお
越しください。
※ 会場に駐車場はありません。霞ヶ浦ふれあいラ

ンドから無料シャトルバスをご利用ください。
問 茨城県地域計画課
　 ☎０２９－３０１－２７３５

りんりんフェスタ
つくば霞ヶ浦サイクリング 募集訓練科

　①プラント保守科（２年課程）
　　高等学校卒業者（卒業見込み含む）
　②生産ＣＡＤ科（１年課程）
　　18 歳以上おおむね 45 歳以下の方
出願期間　11月13日（月）～12月11日（月）
試　　　験　　　日　12 月 15 日（金）
問 茨城県立鹿島産業技術専門学院
　 鹿嶋市林 572-1　☎ 0299-69-1171

資格取得で就職へのステップを
（平成 30年 4月入学生募集）

　旧玉造小学校、旧羽生小学校・幼稚園、旧
現原幼稚園の校舎等の解体工事を 10 月中旬
頃から実施します。工事期間中は工事関係車
両の通行や作業音の発生等が見込まれ、ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
問 財産管理課（麻生庁舎）
　☎０２９９－７２－０８１１

解体工事のお知らせ

期　　日　11 月５日（日）
時　　間　午前８時 30 分～午後０時 30 分
場　　所　 茨城県水郷県民の森ビジター

セ ン タ ー 前 集 合（ 潮 来 市 島 須
3072-83）

内　　容　 茨城県水郷県民の森から北浦湖
畔までの往復約９㎞のウォーキ
ング

募集定員　200 人（小学生以上で完歩できる方）
参　　　　　加　　　　　費　100 円（保険料等）
申込締切　10 月 20 日（金）
申込方法　 電話で下記までお申し込みくだ

さい。
※新米等の参加賞あり。
問・申   北浦水質レスキュー隊連絡会議（茨城

県鹿行県民センター環境・保安課）
　　☎０２９１－３３－６０５６

世界湖沼会議記念
たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

　台風や雷の影響による樹木接触・樹木倒壊
や飛来物などにより、電線が切れてしまう場
合があります。
　切れてたれ下がっている電線には、絶対に
手を触れないでください。
　電線に樹木や看板、アンテナなどが接触
している場合も大変危険です。見つけたら、
すぐに下記までご連絡ください。
問 東京電力パワーグリッド
　 ☎０１２０－９９５－００７
　　※ 0120 番号をご利用になれない場合
　　　☎０３－６３７５－９８０３（有料）

切れた電線にはさわらないで！
～東京電力パワーグリッドからのお知らせ～



天王崎観光交流センターコテラスから
お知らせ

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。

茨城国体に向けた
ゲートボール教室参加者募集

　市では、いきいき茨城ゆめ国体 2019 の
公開競技として「ゲートボール」が開催され
ます。ゲートボールの普及と国体への関心を
高めるため、次のとおり教室を開催します。
期　　日　10 月 28 日（土）
　　　　　※雨天時　29 日（日）
時　　間　午前８時 30 分～午前 11 時 30 分
対　　象　 市内在住の中学生以上（初心者・

未経験者向け）
募集人員　 30 人程度
場　　所　 北浦運動場クロッケーコート
参　　　　　加　　　　　　費　 無料
※ 運動ができる服装・飲み物・タオルを持参の上、

ご参加ください。道具類は貸し出します。

　「歳末たすけあい事業」は、
新たな年を迎える時期に、支
援を必要とする人たちが地域
で安心して暮らすことができ
るよう、シルバー人材センターを通して、さ
まざまな福祉活動を展開するものです。そ
の中から、市内で暮らす障害者の方へ家事
援助サービスを行います。
対　　　　　象　　　　　者
　障害者（身体・精神・知的）世帯の方
　　①一人暮らし世帯
　　② 世帯構成員が全て障害のある世帯（同

じ住所で別の住まいの場合、同じ世
帯とします）

　　③ 世帯主および配偶者が障害者でお子
さんが全て 18 歳未満の世帯

内　　容
　この事業で実施するサービスは次のとお
りとし、１世帯１種類とします。
　① 草抜き・草刈り（家の出入りするところのみ）
　②掃除（居間の簡単な掃除）
　③窓ガラス掃除（１階のみの内側・外側）
　④ 障子貼り（４枚まで無料）（日常生活して

いる居間の障子）
　⑤網戸の張り替え（４枚まで無料）
　⑥ 廃棄物の処理（不要品を美化センター

へ運搬。ただし、１件につき、軽トラッ
ク１台まで。美化センターに搬入でき
る物のみ）

申込方法　 住所・電話番号・氏名・希望するサー
ビスを電話または FAX・郵送にて
下記までお申し込みください。

申込期限　10 月 31 日（火）
問・申 行方市社会福祉協議会
　　　〒 311-3512 行方市玉造甲 403
　　☎ 0299-36-2020 FAX 0299-55-4545
         行方市社会福祉協議会麻生出張所
　　　〒 311-3832 行方市麻生 2744-23
　　☎ 0299-80-6661 FAX 0299-80-6662

歳末たすけあい事業のご案内

期　　日　10 月 25 日（水）
　　　　　※予備日　26 日（木）
時　　間　午前８時 30 分～午後２時
場　　所　高須崎公園（霞ヶ浦大橋そば）
参加対象　市内在住・在勤の方 
参　　　　　加　　　　　　費　 100 円（昼食・道具については

各自持参してください）
申込方法　 電話または FAX で、住所・氏名・

年齢・生年月日をお知らせください。
※ 団体での申し込みについては、

FAX でお願いします。
申込期間　 10 月５日（木）～ 10 月 12 日（木）
募集人数　180 人　※定員になり次第締切
問・申（一財）行方市開発公社
　　☎ 0299-55-3927　 FAX 0299-55-3926

第７回高須崎公園グラウンドゴルフ大会
参加者募集

再就職のための公共職業訓練
パソコン簿記会計科　受講生募集

　簿記、ワード、エクセルの基礎を習得し、
日商簿記３級とパソコン試験（MOS）の合
格を目指します。
訓練期間　12 月１日（金）

～平成 30 年２月 28 日（水）
　　　　　午前９時～午後４時
場　　所　アイテックパソコンスクール神栖校
定　　員　20 人
受　　　　　講　　　　　料　無料（テキスト代 10,314 円）
申込方法　 11 月１日（水）までにハローワー

クで求職申し込み・職業相談を
し、申込書を提出

申込期限　11 月２日（木）消印有効
問・申  （株）アイテック
　　　☎０２９９－７７－８３７０

スポーツレクリエーション大会
期　　日　11 月５日（日）※雨天室内競技のみ
時　　間　集合：午前９時
場　　所　北浦運動場第１グラウンドとその周辺
参加資格　中学生以上の市内在住・在勤者
競技種目　 輪投げ・グラウンドゴルフ３ホー

ル・フライングディスク１コース・
スポーツ吹き矢・ウォークラリー

参　　　　　加　　　　　費　無料
申込締切　10 月 24 日（火）午後５時

第 24回社会人サッカー大会
期　　日　11 月 12 日（日）
　　　　　※予備日 19 日（日）
時　　間　集合 : 午前８時 試合開始 : 午前９時
場　　所　北浦運動場第１グラウンド
参加資格　市内在住・在勤者（高校生を除く）
参　　　　　加　　　　　費　１チーム 3,000 円
　　　　　（代表者会議時に徴収）
申込締切　11 月４日（土）午後５時
○ 代表者会議を 11 月４日（土）午後７時

30 分から、北浦体育館会議室で行います
（参加チーム代表者は出席願います）。

問・申 行方市体育協会事務局（北浦庁舎内）
☎０２９１－３５－２１１１FAX ０２９１－３５－１７８５

申込方法（共通）
電話または FAX にてお申し込みください。
※ 参加申込による個人情報は、目的外には使

用しません。

　平成 30 年４月採用予定の職員採用試験を
実施します。
職種および採用予定人員　一般事務　１人
試　　　　　　験　　　　　日　第１次試験日　11 月 26 日（日）
受験資格　 昭和 62 年４月 2 日～平成 12 年

４月１日生まれの人
申込期間　 10 月２日（月）～ 11 月７日（火）

（11 月７日必着）
申　　　　　　込　　　　　書　 鹿行広域事務組合事務局に請求

してください。郵送で請求する
場合は、あて先を明記して 120
円切手を貼った返信用封筒（角
２サイズ）を必ず同封してくだ
さい。

そ　　　　　　の　　　　　他　 詳 し く は、 鹿 行 広 域 事 務 組 合
ホームページ（http://rokkou-
kouiki.jp/）で採用試験案内を確
認してください。

問・申 鹿行広域事務組合事務局
　　  〒 311-1517 鉾田市鉾田 1367-3
　　  鉾田合同庁舎本庁舎３階
　　  ☎０２９１－３３－５０２３

平成 29年度
鹿行広域事務組合職員採用試験

平成29年度難病医療講演会
「パーキンソン病のリハビリについて」

期　　日　10 月 15 日（日）
時　　間　午後２時～午後４時 30 分
　　　　　（受付：午後１時 30 分～）
場　　所　レイクエコー　講座室２
内　　容　
　①講演会・実技（リハビリテーション）
　「パーキンソン病におけるリハビリについて」
　　講師：茨城県立医療大学付属病院
　　　　　　理学療法士　松田 智行先生
　②患者・家族の交流会
対　　象　パーキンソン病の患者・家族
参　　　　　加　　　　　　費　無料
申込方法　 電話または FAX で、下記までお

申し込みください（先着 40 人）。
問・申 潮来保健所　保健指導課
　　  ☎０２９９ー６６ー２１７４
　　  FAX ０２９９ー６６ー１６１３

～あなたも講師に～
「かしま灘楽習塾」市民講師募集

　当塾は生涯学習の市民活動の場です。ここ
であなたの得意な分野を、広く多くの方に講
師になって教えてみませんか。
　教養、手作り作品、音楽、運動などさまざ
まな講座を、月１回または月２回ずつ１年間
教えていきます。
説明会日時　 10月13日（金）または14日（土）
　　　　　　午前 10 時～
申込方法　 10 月 11 日（水）までに、下記

までお申し込みください。
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
　　　（火曜～金曜　午前９時～午後４時）

☆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。

【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

【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
　　　　　（男性は市内在住・在勤）
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期限　10 月６日（金）

問・申 政策秘書課（麻生庁舎）
☎ 0299-72-0811

こちらから申し込むことができます→

※ ホームページ、QR コードからのお申し込み
は、10 月９日（月）まで可

行方市で新婚生活を始める方へ
住宅取得、賃貸、引っ越し費用の一部を補助します。

1世帯当たり　24万円（上限）
※詳しくはお問い合わせください。

問 政策秘書課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

【市主催】行方市結婚相談会

～プライバシーを厳守した無料の個別相談～

日　　時　11 月 26 日（日）10：00 ～ 16：00
　　　　　※相談時間：45 分程度
場　　所　玉造公民館
対　　象　結婚を望む独身者（市内在住）
　　　　　先着 10 人
相談対応者　 結婚ボランティア「チームＯＳＫ」の

メンバーと市役所職員の２人で対応

問・申 政策秘書課（麻生庁舎）
☎ 0299-72-0811

こちらから申し込むことができます→


