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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。

　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　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

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

　次のような緊急時に児童生徒を見かけた
ときは、安全確保のため建物（※）への避難
等の指導、誘導など市民の皆さまのご協力を
お願いします。
※大規模地震の際は、倒壊の恐れがない場所

【緊急時の例】
・弾道ミサイル発射のＪアラート配信時
・突然の気象変化（豪雨、落雷、竜巻等）
・大規模地震
問 学校教育課（北浦庁舎）☎ 0291-35-2111
　 または市内各小中学校

J アラート配信時等の
児童生徒の安全確保のお願い

パソコン・インターネット
困りごと無料相談

パソコン・インターネット・
書類作成などご相談ください
電話受付　平日　午前 9 時～午後 7 時
相談時間　１時間（日時は電話で相談）
資料代等　2,000 円
※ 事前に、電話での相談日時打ち合わせが必

要です。
問・申 行方幕府　☎０２９１－３５－４３２１
　　  〒 311-1724　行方市小貫 30-2

　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。
◆ 11月 11日（土）
　行方ふれあいまつり（霞ヶ浦ふれあいランド）
　10：00 ～ 12：00、13：15 ～ 16：00
◆ 11月 28日（火）
　JA なめがた麻生支店  10：00 ～ 11：30
　セイミヤ麻生店　      13：00 ～ 16：00
　麻生保健センター　   10：00 ～ 12：00

13：00 ～ 16：00   
※協力：行方創生会、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

　「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。
期　　日　 平成 30 年１月 11 日～３月 29 日

（毎週木曜日、全 12 回コース）
時　　間　午後２時～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、
教室のほぼ全てに参加できる方

募集人数　30 人（定員になり次第締切）
場　　所　北浦公民館
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込締切　 12 月 14 日（木）までに下記ま

でお申し込みください。
講　　師　Rise total support　所 圭吾先生
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」

　市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法
第 383 条の規定により、毎年１月１日（賦
課期日）現在の資産の所有状況について申告
していただくことになっています。
　平成 30 年度分の申告期限は１月 31 日で
す。年中に資産の増減がなく昨年の申告から
変更がない場合でも、償却資産を所有してい
る方は申告が必要となりますので、ご注意く
ださい。
　なお、所得税の減価償却費で償却資産を計
上している方等につきましては、12 月中旬
頃の通知にて申告のご案内をさせていただ
きますので、ご理解ご協力をお願いします。
問 税務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

固定資産税（償却資産）申告
のお知らせ

多重債務者のための無料法律相談

　借金の返済でお困りの方を対象に無料法
律相談会を開催します。相談は無料です。弁
護士、司法書士、消費生活相談員が相談に
応じます（秘密厳守）。
期日・場所
■ 11 月 11 日（土）
　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
■ 11 月 12 日（日）
　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
■ 11 月 13 日（月）
　　 茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦

市真鍋 5-17-26）
時　　間　午後 1 時～午後 4 時 30 分
人　　数　 各会場定員 10 人（事前予約制。

定員になり次第締切）
申込方法　 各会場開催日の前日までに、下記

まで電話でお申し込みください。
問・申   茨城県生活文化課
　　  ☎０２９－３０１－２８２９

　今年度最後の総合健診を、下記の日程で行
います（予約制）。今年度に健診を受けてい
ない方が対象で、胃がん検診・腹部超音波検
診も同時実施しますので、この機会に受診し
ましょう！詳細は、申し込みチラシまたは
ホームページをご確認ください。
期　　日
麻生保健センター　１月14日（日）・15日（月）
玉造保健センター　１月21日（日）・22日（月）
北浦保健センター　１月 28 日（日）
問 健康増進課（北浦保健センター内）
　☎０２９１－３４－６２００

総合健診（ミニドック）のお知らせ

日付 回収物 回収場所

11/22（水） 農ポリ JA なめがた
営農経済センター玉造

11/27（月）農ビ、
その他の農ポリ 北浦第２グラウンド

11/28（火） 農ポリ 麻生運動場弓道場

農業用廃プラスチックの回収について

地域で健康づくりを始めよう！
出張型！地域健康づくり教室

　皆さんのグループに健康講座を出前しま
す。地域のみんなで、健康づくりを始めま
せんか。
対　　象　 おおむね 10 人以上の行方市民の

グループ
場　　所　地域の集落センターなど
費　　用　無料
内　　　　　容　　　　　例　�皆さんの要望に合わせて、健康に

関する講話や運動などを企画し
ます（食事の取り方、腰痛予防体
操、塩分測定など）

時　　間　約 30 分～２時間程度
問・申 健康増進課（北浦保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

■�法定検査を受けていない方へ、案内文を　
送付します

　浄化槽の設置者（管理者）である皆さんは、
浄化槽法第 11 条の規定により、浄化槽から
きれいな水が放流されているかを検査する、
年１回の水質検査（法定検査）の受検が義務
付けられています（保守点検および清掃に加
え、受検が必要です）。
　法定検査を受検されていない場合は、（公社）
茨城県水質保全協会（検査部☎ 029-291-
4004）に受検の申し込みをしていただくよ
う、お願いします（ URL http://www.e-mizu-
ibaraki.jp/ からもお申し込みいただけます）。
■法定検査の受検をお願いします
　県では、過去２年以上、法定検査を実施し
ていない方に対して、改めて６月から 12 月
にかけて受検の案内文を送付させていただき
ます。
　案内文が届いた際は、同封の「浄化槽法定
検査申込書」により、速やかに前述の（公社）
茨城県水質保全協会に受検の申し込みを行っ
てください。
問 茨城県生活環境部環境対策課
　 ☎０２９－３０１－２９６６
　 鹿行県民センター環境・保安課
　 ☎０２９１－３３－６０５６

浄化槽をお使いの皆さまへ
～茨城県からのお知らせ～

期　　日　11 月 14 日、21 日、28 日、
　　　　　12 月 12 日、19 日、
　　　　　１月 16 日（火曜日　全６回）
時　　間　午後７時～午後９時
場　　所　麻生公民館　1 階会議室
受　　　　　講　　　　　呂料　1,000 円

第６回行方の雛まつり　市民向け「つるし雛手作り教室」

持　　　　　ち　　　　　物　裁縫道具
募集人数　10 人（先着順）
申込方法　 下記までお申し込み

ください。
問・申  行方市商工会
　　  ☎０２９９－７２－０５２０

「平成 29 年度農業用塩化ビニール　農業用
ポリエチレン回収のお知らせ」をよくご確認
の上、搬入してください。
○回収にあたっての注意点
　11/27（月）は「農ビ」と「その他の農ポリ」
が同時回収となります。処分方法が異なるた
め、分別した上で搬入をお願いします。
　廃棄物がどの種類に該当するか不明な場
合は、下記までお問い合わせください。
問  行方市農業用廃プラスチック収集処理対

策協議会事務局（北浦庁舎）
　☎０２９１－３５－２１１１

　11 月は、次のとおり計３回の廃プラスチッ
ク回収を予定しています。



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

は使用しません。

☆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　12 月 16 日（土）18：00 ～ 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　38 歳～ 43 歳の独身男女各６人
申込期間　11 月 17 日（金）～ 12 月１日（金）

問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター
　　  ☎０２９－２２４－８８８８

いばらき出会いサポートセンターに登録しませんか
　同センターは、県や市町村等の支援を受けた公的な
団体で、登録制によるパートナー探しの支援を行って
います。全国一の実績がありますので、ぜひ会員登録
をご検討ください。
■登録料　10,500 円（３年間）※相談無料
■問＆申　（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　　　　☎ 029-224-8888
　　　　　�鹿行センター（鹿島セントラルビル本館　

８階）　☎ 0299-92-8888
※�市では、上記登録料の一部 5,000 円を助成してい
ます（行方市結婚支援団体等加入時助成金）。

問 政策秘書課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

期　　日　11 月 18 日（土）
時　　間　 午前９時 30 分～午後１時 30 分
　　　　　※雨天決行
場　　所　茨城県立鉾田農業高等学校　農場
内　　容
　 農産物・加工品販売、学科企画、クラス企

画（模擬店等）、部活動企画（作品展示等）
問 茨城県立鉾田農業高等学校
　 鉾田市徳宿 2997-1
　 ☎０２９１－３６－３３２９

第 29回鉾田農業高等学校文化祭
「緑苑祭」

第 12回行方市バスケットボール大会
日　　時　11 月 25 日（土）午前８時 30 分～
場　　所　北浦運動場体育館
参加資格　 高校生以上の市内在住・在勤者
申込締切　11 月 17 日（金）午後５時

第 12回行方市混合バレーボール大会
日　　時　12 月 10 日（日）午前８時 30 分～
場　　所　麻生運動場体育館
参加資格　 市内在住・在勤者（生徒・学生を

除く）
申込締切　11 月 17 日（金）午後５時
問・申 行方市体育協会事務局（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

竜神峡紅葉ハイキング
日　　時　11 月 23 日（木・祝）
　　　　　 午前７時 50 分集合
　　　　　（玉造 B&G 海洋センター８時出発）
場　　所　 常陸太田市竜神峡ハイキング　

　→道の駅ひたちおおた
　　　　　※荒天時コース変更あり。
参加資格　小学生以上
募集人数　30 人
申込締切　11 月 14 日（火）
参　　　　　加　　　　　　費　会員 2,000 円　非会員 3,000 円
　　　　　（バス代・入園料・その他諸経費含む）

ふれあいウォーキング
(西蓮寺大イチョウコース )

日　　時　12 月２日（土）午前９時～正午
参加資格　小学生以上　募集人数　30 人
申込締切　11 月 25 日（土）
参　　　　　加　　　　　　費　300 円　※保険代等

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 

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

行方市民インディアカ大会
日　　時　12 月３日（日）午前 9 時～
場　　所　北浦運動場体育館
参加資格　 中学生以上の市内在住・在勤者

（女性のみ）
申込締切　11 月 16 日（木）午後５時

Sunday ★なめふれ
　卓球、バドミントン、ニュースポーツ等で
楽しく体を動かそう！
期　　日　11 月 26 日（日）
時　　間　午後１時～午後３時 30 分
場　　所　麻生公民館体育室
対　　象　子どもから大人まで
　　　　　※未就学児は保護者同伴
参　　　　　加　　　　　　費　子ども 200 円　大人 300 円

　「スクエアダンス」は、軽快な音楽に合わ
せてのウォーキングです。どの年代の方でも
楽しめます。参加費無料です。
期　　日　12 月９日（土）
時　　間　 午前 10 時～午前 11 時 45 分
場　　所　麻生公民館　２階研修室
主　　催　茨城県スクエアダンス連絡協議会
問・申 普及委員会　野口鉄郎
　　  ☎０９０－１９９８－７２８８
　　  ☎０２９－２７５－５４８６

スクエアダンス体験会

参加者募集！
　サッカーを楽しむ事を目的に、障害や年齢
に応じた練習やゲームを行います。
　経験者の方も、これからサッカーをしてみ
たい初心者の方も大歓迎です。
期　　日　12 月２日（土）
時　　間　 午後１時～午後３時
場　　所　麻生運動場体育館
対　　象　 市内の小学生以上の知的障害児・

者（身体障害・男女は問いません）
参　　　　　加　　　　　　費　無料
申込方法　 11 月 22 日（水）までに、下記

までお申し込みください。
※ ボランティア参加希望の方も、下記までご

連絡ください。
問・申 社会福祉課障害福祉グループ（玉造庁舎）
　　  ☎０２９９－５５－０１１１

平成 29年度
知的障害児・者サッカー教室

応募資格　 昭和 34 年４月１日以前生まれ
で、県内在住のアマチュアの方

募集部門　 日本画・洋画・彫刻・工芸・書・
写真の６部門

募集期間　 平成 30 年１月 11 日（木）
～１月 13 日（土）

入選作品の展示について
　平成30年２月17日（土）～２月23日（金）
　茨城県民文化センター
出　　　　　　展　　　　　　料　2,000 円（わくわくサポーター会員は無料）

※ 申込方法等はお問い合わせください。
問 社会福祉法人茨城県社会福祉協議会
　　茨城わくわくセンター
　　  ☎０２９－２４３－８９８９

第 22回茨城県健康福祉祭
わくわく美術展　出展作品募集

　ひきこもり・不登校に関する理解を深め、
支援のあり方について考えてみませんか。
期　　日　12 月２日（土）
時　　間　 午後１時 30 分～午後４時 30 分
場　　所　鉾田市旭公民館（鉾田市造谷 1141-3）
内　　容　■ひきこもり・不登校経験者のお話
　　　　　■参加者による対話と交流の時間
申込方法　下記までお申し込みください。
問・申  ひきこもり・不登校 / つながり・考える

鹿行の会　世話人　小林
　　  FAX  ０２９１－３９－７００８
　　  E-mail  yukki.hati@gmail.com

ひきこもり・不登校
つながり・考える　対話交流会 in 鹿行

募集人員等および受験資格
 　農学科　　40 人（普通作・露地野菜・果樹）
　畜産学科　10 人（畜産）
　園芸学科　30 人（施設野菜・花き）
　【受験資格】 高校等を卒業した者または平

成 30 年３月に卒業もしくは
修了見込みの者

　研究科　10 人（作物・園芸・畜産）
　【受験資格】 農業大学校卒または短大等卒

以上もしくは卒業見込みの者
試験日
　（各学科）　前期　12 月 14 日（木）
　　　　　　後期　平成 30 年３月２日（金）
　（研究科）　　　　12 月 14 日（木）
※詳しくはお問い合わせください。
問 茨城県立農業大学校　入試事務局
　 ☎０２９－２９２－００１０

平成 30年度
茨城県農業大学校　学生募集

■ 11 月 22 日（水）
　　午前９時 30 分～正午
　　授業公開、教材展示、ポスター展示
■ 11 月 28 日（火）
　　午前９時 30 分～午後２時 30 分
　　授業公開、講演会、教材展示、ポスター展示
■ 12 月７日（木）
　　午前９時 30 分～午後２時 30 分
　　授業公開、講演会
申込方法　�FAX にて「参加希望日・氏名・

性別・電話番号・FAX 番号」を
記入の上、11 月 15 日（水）ま
でに下記までお送りください。

問・申 茨城県立鹿島特別支援学校
　　　（教務主任　西念）
　　☎ 0299-82-7700　FAX 0299-84-1576

茨城県立鹿島特別支援学校
学校公開

期　　日　11 月 23 日（木・祝）
時　　間　 午前９時 40 分～午後３時 10 分
場　　所　茨城県立盲学校（水戸市袴塚 1-3-1）
内　　容　 学校概要説明、授業参観、施設見

学体験等。個別相談（希望者のみ
午後３時 10 分～）

対　　象　どなたでも参加いただけます
※事前に申し込みが必要です。
問・申 茨城県立盲学校（担当　鈴木）
　　☎ 029-221-3388　FAX 029-225-4328

茨城県立盲学校　学校公開

【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
申込期限　11 月 15 日（水）
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→

【県マリッジサポーター鹿行地域活動協議会主催】

 クリスマスパーティー（軽食付き）
日　　時　12 月 24 日（日）13：00 ～ 16：00
場　　所　鹿島勤労文化会館
対　　象　50 歳以下の独身男女各 20 人（先着順）
申込期限　12 月 23 日（土）

問・申 マリサポ鹿行
　　  ☎０９０－２６６５－１９１６（井上）


