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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。

　アントラーズホームタウンDMOは、鹿
行５市と（株）鹿島アントラーズ FC、農業
生産法人（株）なめがたしろはとファーム、
ザ・ロイヤルゴルフクラブで構成し、観光
関連事業者や JA、漁協等との連携のもと、
アントラーズのブランド力を生かしながら、
サッカーをはじめとするスポーツ合宿や地
場産業を活用したスポーツツーリズムを展
開する組織です（平成 30年１月に一般社団
法人化を予定）。
　活力とにぎわいのある地域づくりを推進
するため、次のとおり専門スキルを有する人
材を募集します。
募集職種　①旅客業務扱管理者
　　　　　②マーケティング担当者
申込期間　�12 月１日（金）～１月５日（金）
※�詳細は、市ホームページをご覧いただく
か、下記へお問い合わせください。

問�商工観光課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

アントラーズホームタウンＤＭＯ
職員募集

　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。
◆ 12月 27日（水）　北浦庁舎
　9：30～ 12：00、13：00～ 15：30
◆ 12月 29日（金）カインズホーム玉造店
　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

対　　象
　�高卒者または同等以上の者
（平成 30 年３月卒業見込
み者含む）
修業年限　３年（全日制）
定　　員　１学年 40人（予定）
取得資格　看護師国家資格
奨学金制度　有り（３年間）
試験内容　
　①一般入学試験　１月 20日（土）
　　出願期間：１月４日（木）～１月16日（火）
　②社会人入学試験　１月 27日（土）
　　出願期間：１月９日（火）～１月22日（月）
　③二次募集試験　２月 24日（土）
　　出願期間：２月13日（火）～２月20日（火）
※詳しくは、お問い合わせください。
問・申��白十字看護専門学校
　　��神栖市賀 2149-5
　　��☎０２９９－９２－３８９１
　　��FAX ０２９９－９３－１０８５

白十字看護専門学校
看護学生募集

「行方市書き初め大会」
参加者募集！

期　　日　１月５日（金）
時　　間　午後１時～午後４時
場　　所　麻生公民館
対　　　　　象　　　　　者　市内小・中学生および一般の方
申込方法　�12 月 15 日（金）までに、下記

まで電話または FAX（住所、氏名、
電話番号を記入）でお申し込み
ください。

持参するもの　�書道用具（すずり・筆・下
敷き・文鎮）

※墨・用紙は公民館で用意します。
※題目は当日お知らせします。
問・申�麻生公民館
　　　☎０２９９－７２－１５７３
　　　FAX ０２９９－７２－２８７８

　蓮城院虚空蔵菩薩ご宝前に
て護摩祈祷後、麻生陣屋通り
商店街から麻生藩家老屋敷ま
でを行列していただきます。
期　　日　2月18日（日）※小雨決行
会　　場　蓮城院（麻生 1122-1）
費　　用　8,000 円
　　　　　（�稚児貸衣装、草履、足袋、着付け等）
募集人数　20人�※先着順、定員になり次第締切
募集年齢　５歳から７歳までの男女
申込締切　１月 25日（木）
申込方法　下記までご連絡ください。
＊�お稚児さんとは、虚空蔵菩薩様のご加護を受け、
お子さまの心豊かなる成長と幸福を願い、装束を
身に着けて参加していただくものです。
問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

第６回行方の雛まつり「稚児行列とテント市」
お稚児さん募集

　もやもや・人間関係・お酒
の問題・ひきこもり・こころ
の病気の心配など、ひとりで
悩まずに、ぜひご相談ください。
場　所 時　間 日　程

北浦保健
センター

午後1時～
午後４時

12月13日（水）
１月24日（水）
２月21日（水）
３月14日（水）

対　　象　・�こころの問題を抱えるご本人、
ご家族（ご家族のみの相談も可）

　　　　　・�自分や家族のこと、人間関係な
どで悩んでいる方など

内　　容　�精神保健福祉士による個別相談。
相談は無料。相談内容は一切もら
しません。

申込方法　�前もって予約が必要です。電話等
でお申し込みください。

問・申�健康増進課（北浦保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

こころの健康相談のご案内

　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

　積雪の影響による樹木接触・樹木倒壊など
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～

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　12月 25日（月）～１月 19日（金）
試　　　験　　　日　１月 26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）

読書感想文を募集します！

　本との出会いを通して、想像
力豊かな人間性・表現力を養い、
併せて読書意欲の高揚、読書活
動の推進を図ることを目的とし
て、読書感想文を募集します。
対　　象　小学生・中学生ならびに一般
　　　　　（１人１点）※市内在住・在勤・在学
規　　定　本の題名・種別は自由
　　　　　400字詰め原稿用紙３枚以内
　　　　　（�小学生は240字詰め原稿用紙　

3枚以内）
募集締切　１月 12日（金）
提　　　　　出　　　　　　先　�小学生、中学生は各学校へ提出。

一般の方は市立図書館へお持ち
ください。

表　　　　　彰　　　　式　２月 24日（土）午後１時～
　　　　　市文化会館
問・申�市立図書館（玉造乙 1175）
　　��☎０２９９－５５－１４９５
　　�� FAX ０２９９－５５－３４５２

育休等生活資金貸付制度のご案内

　県では、育児休業・介護休業中の勤労者の
生活の安定を図るため、休業中の生活資金を
低利で融資しています。
対　　象
　県内在住の勤労者で、現在の勤務先に１年
以上勤務し、前年税込年収 150万円以上で、
次のいずれかに当てはまる方
・�育児（介護）休業を取得し、休業終了後復
職することが確かな方
・�子の看護休暇または介護休暇を取得する方
・�育児または介護のための所定労働時間の短
縮措置を利用する方
使　　途　期間中に必要な生活資金
金　　利　年 1.5％（別途保証料：年 0.7％）
融　　　　　資　　　　額　�100 万円まで（休業１月あたり

10万円限度）
問�茨城県労働政策課　☎ 029-301-3635
　またはお近くの中央労働金庫（県内）

　放送大学では、心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、約 300 の幅広
い授業科目があり、１科目から学ぶことがで
きます。
出願期間　第１回　２月 28日まで
　　　　　第２回　３月 20日まで
※�資料を無料で差し上げています。下記まで
お気軽にご請求ください。

問�放送大学茨城学習センター
　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　平成 30年度４月入学生
（第１学期生）募集



☆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

 38 ～ 48 歳　ざ・飲み会♬
日　　時　１月 20日（土）18：00～ 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　38歳～ 48歳の独身男女各６人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　12月 19日（火）～１月５日（金）

 30 代・40 代みんなでしゃべらないと ! 拡大版
日　　時　１月 26日（金）19：00～ 21：30
場　　所　�（一社）いばらき出会いサポートセンター鹿

行センター（神栖市大野原 4-7-1）
対　　象　30代・40代の独身男女各８人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　12月 26日（火）～１月９日（火）

問・申�（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　��☎０２９－２２４－８８８８
　　���http://www.ibccnet.com/formmail/

contact.html
　　��※ 12/29 ～ 1/3 を除く。

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

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

参加者募集！
　麻生運動場多目的グラウンドは、旧麻生中学校の跡地を利用し、フットサル・ハンドボール・
テニス・サッカー・ソフトボール等、多目的に利用できるグラウンドとして整備されました。
　施設周囲にはウォーキングコースを設けています。ぜひご利用ください。

麻生運動場多目的グラウンドをご利用ください

【潮来市主催】

 ピザ作り de 恋活
日　　時　１月 27日（土）14：00～ 18：00
場　　所　潮来市内（参加決定者へ通知）
対　　象　28歳～ 39歳の独身男女各 10人
　　　　　（応募者多数は抽選）
　　　　　※男性は鹿行５市・香取市在住に限る
申込期限　１月 12日（金）

問・申�潮来市役所子育て支援課
　　��☎０２９９－６３－１１１１（内線 388）

太極拳参加者募集
　運動不足になる季節です。ゆっくりカラダ
を動かしてみませんか。
　カゼの予防・姿勢をキレイに保つといった
効果も期待できます。
　どの年代の方も大歓迎です !!
期　　日　１月 17日（水）～３月 28日（水）
　　　　　毎週水曜日　全 11回
時　　間　午後７時～午後８時
場　　所　玉造公民館　視聴覚室
対　　象　�成人男女 20人
参　　　　　加　　　　　費　１回　300円
申込方法　下記までお申し込みください。

「スキー教室」参加者募集
期　　日　1月 19日（金）～１月 21日（日）
集合・出発時間　１月 19日（金）
　　　　　　　　午後 7時 30分（1.5 泊）
集合場所　玉造 B&G海洋センター
対　　象　市内在住・在勤者
　　　　　（中学生以下は保護者同伴）
人　　数　40人（定員になり次第締切）
場　　所　苗場スキー場（新潟県）
宿泊場所　新潟県魚沼郡三国「三国屋旅館」
　　　　　　☎ 0257-89-2034
参　　　　　　加　　　　　　費　一　般　25,000 円
　　　　　小学生　20,000 円　
※�参加費には、宿泊代・バス代・リフト代２
日分も含まれています。出発日に納入して
ください。

その他の費用　�昼食代２回および夕食代１回、
レンタルスキー料金２日で約
3,000円が個人負担となります。

申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話
番号、勤務先（学校名）、スキー
板の有無（レンタル希望の方は、
身長・靴サイズ）を明記して下記
へはがきまたは FAX でお申し込
みください。

申込締切　12月 25日（月）
※スノーボードでの参加はできません。

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　12月 17日（日）※雨天中止
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　�20 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。

申込方法（共通）
特に記載のない限り、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。

利用時間　午前８時 30分～午後 10時
　　　　　　※月曜日および年末年始（12月 28日～１月４日）は休館
利用申込方法
　�▶平日（月曜日を除く）午前８時 30分～午後５時　…　麻生運動場体育館へ
　▶平日（月曜日を除く）午後５時以降および土日・祝日の午前８時 30分～午後 10時

…　麻生運動場多目的グラウンド（管理棟）または麻生運動場体育館へ

施設名 単　位
１時間当たりの使用料（単位：円）

市内 市外 照　明
市内 市外

テニスコート １面当たり 500 1,000 500 500

フットサルコート １面当たり 800 1,600 500 500

８人制サッカーコート 全面 2,000 4,000 500 500

多目的広場 500 1,000 500 500

麻生運動場多目的グラウンド施設使用料

問�麻生運動場体育館　☎０２９９－７７－０７９１
　�麻生運動場多目的グラウンド　☎０２９９－７２－３９５５

　霞ヶ浦では、プランクトンが活動するこ
とで魚が増え、漁業が成り立ち、さらに水
質改善にも貢献します。そんなプランクト
ンの世界を立体的に眺めてみましょう。
期　　日　12月 17日（日）
時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分
場　　所　茨城県霞ケ浦環境科学センター
　　　　　（土浦市沖宿町 1853）
受　　　　　講　　　　　料　無料
定　　員　50人
申込方法　下記までお申し込みください。
★「霞ヶ浦コンシェルジュ」

　　養成講座第二期も募集中です。
　平成 30年 10 月に開催される第 17回世
界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦 2018）に向け
て、霞ヶ浦の「案内人」を目指しましょう。
期　　日　�１月 28日（日）・２月 18日（日）・

２月 25日（日）
時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問�茨城県霞ケ浦環境科学センター
　�☎０２９－８２８－０９６２

霞ヶ浦学講座　第 12講
「霞ヶ浦のプランクトン」

期　　日　１月 13日（土）
時　　間　午後０時 30分～午後３時 30分
場　　所　茨城県民文化センター
　　　　　（水戸市千波町東久保 697）
対　　　　　象　　　　　者　�就職活動している看護学生およ

び看護職、看護大学・看護学校等
進学希望者

参加施設　�県内の病院施設および看護学校
※�詳しくは、茨城県看護協会ホームページ
でご確認ください。
実施内容
　【第１部】午前 11時～正午
　　　　　　　看護師国家試験対策講座

　【第２部】午後０時 30分～午後３時 30分
　　　　　　合同進学就職説明会　　

※�参加無料。予約不要。入退場自由。
問�（公社）茨城県看護協会
　�☎０２９－２２１－６９００

第 10回いばらき看護職
合同進学・就職説明会

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

募集人数　40人
受験資格　�中学校以上を卒業の者（卒業見込

み者を含む）※年齢 50歳未満
受　　　　　　験　　　　　料　10,000 円
出願期間　12月18日（月）～１月12日（金）
入学試験　１月 17日（水）
試験科目　数学・国語・作文・面接
合格発表　１月 24日（水）
※詳細はお問い合わせください。
問・申�鹿島医師会附属准看護学院
　　��鹿嶋市宮中 1998-2
　　��☎０２９９－８２－７２７８

鹿島医師会附属准看護学院生徒募集


