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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。

　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。
◆１月９日（火）ベイシア玉造店
　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

「茨城いのちの電話」
相談員講座生募集

　「いのちの電話」は、自殺予防を目的とし
たボランティア活動です。
　電話という手段で対話し、悩みをかかえる
方の支えになってください。
募集期間　２月１日（木）～５月７日（月）
応募資格　 ・ いのちの電話の趣旨に賛同し、

活動に積極的に参加してくだ
さる方

　　　　　・23 歳以上の方
募集人数　40 人程度
研修期間　本年６月～ 2020 年３月
研修場所　つくば市周辺
研修費用　第１課程～第５課程
　　　　　　各課程　7,000 円
　申し込み方法など、詳しくはお問い合わせ
ください。
問・申 茨城いのちの電話事務局
　　  ☎０２９－８５２－８５０５

　110 番は、事件や事故などの緊急の対応
を必要とする場合の警察への緊急通報手段
です。
　緊急を要しない相談などは、相談専用ダ
イヤルをご利用ください。
　携帯電話で 110 番通報をするときは、現
在地や地番、目標物を確認するほか、通話
中は、できる限り通話場所を移動しないで
ください。
　　相談専用ダイヤル（♯ 9110 ）
問 行方警察署　☎０２９９－７２－０１１０

1 月 10 日は「110 番」の日です
～安心を つなぐダイヤル 110 番～

麻生親子茶道教室主催
「お茶会」のご案内

　文化庁の伝統文化親子教室事業である麻
生親子茶道教室主催のお茶会を開催します。
　認定こども園のぞみ年長組園児によるお
茶席もございます。
　来場された皆さまに、お薄を一服差し上げ
ますのでぜひご参加ください。
期　　日　１月 28 日（日）
時　　間　午前 10 時～午後１時
場　　所　麻生公民館　和室・ロビー
参　　　加　　　費　三席　200 円
問 生涯学習課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

「読み聞かせ講座」受講生募集

　読み聞かせに興味のある方、お子さんと一
緒に絵本を楽しみたい方、ボランティアをし
てみたい方…一緒に学んでみませんか。
期　　日　第１回　２月４日（日）
　　　　　第２回　２月 11 日（日）
時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
場　　所　市立図書館
講　　師　藤田 加奈子先生
定　　員　20 人程度
参　　　加　　　費　無料
申込締切　１月 31 日（水）
申込方法　下記までお申し込みください。
問・申 市立図書館（玉造乙 1175）
　　☎ 0299-55-1495 FAX 0299-55-3452

　県内５地域に、それぞれおおむね 100 人
の委員会を設置し、高齢者自ら、健康・生き
がいづくりに関するさまざまな事業を企画・
実施します。
対　　象　 県内在住のおおむね 60 歳以上の方

で、委員会の活動に出席できる方
任　　期　本年４月～ 2020 年３月末
応募締切　２月 28 日（水）
問・申  茨城わくわくセンター
　　　（県社会福祉協議会内）
　　　　☎０２９－２４３－８９８９

平成 30 年度「高齢者はつらつ百人委員会」
委員募集

便利な自動車税の口座振替
をご利用ください

　一度手続きすると自動車税（軽自動車を除
く）納付のために金融機関に出向く必要がな
く、新しく自動車を取得したときも再度お申
し込みの手続きは必要ありません。
　預金口座のある県内の金融機関で、口座の
届出印をお持ちいただき、備え付けの申込用
紙にご記入いただくことで簡単に手続きす
ることができます（一部金融機関を除く）。
※ 平成 30 年２月末までにお申し込みいただ

くと、平成 30 年度の自動車税から口座引
き落しになります。

問 茨城県行方県税事務所　管理係
　 ☎０２９９－７２－００４１

旧街路灯撤去のお知らせ

　商工会を通して建立した昔の街路灯（鉄柱）
の設置年は、北浦地区は平成３年、麻生地区
は平成 11 年、玉造地区は平成 12 年と、耐
用年数をだいぶ経過しています。所有は建て
主様のものとなっています。
　台風や豪雨、交通事故などで街路灯の頭部
が落下するなど大変危険であり、鉄柱の中も
スカスカの状態です。
　周辺を利用している子どもたちや地域の皆
さんの安心安全を守るためにも、ぜひ撤去を
お願いします。
　ご希望の方は、合同撤去で割安となってい
る行方市商工会へお申し込みください。
撤去費用　16,200 円（切断撤去）
　※切断撤去以外は相談してください。
申込締切　３月 30 日（金）
問・申 行方市商工会 ☎０２９９－７２－０５２０

鉾田保健所からお知らせ
アルコール関連問題研修会

期　　日　１月 12 日（金）
時　　間　午前 10 時～正午
　　　　　（受付：午前９時 30 分～）
場　　所　レイクエコー　講座室２
　　　　　（宇崎 1389）
対　　象　 アルコール問題でお困りの方と

家族、医療・保健・福祉の相談
支援関係者、一般市民など

参　　　　　加　　　　　費　無料
テ　　　　　ー　　　　　マ
　「アルコール依存症からの回復」
　　▶病院・治療の立場から
　　　豊後荘病院 アルコール専門外来

 精神科医　鈴木　瞬 氏
　　　（ 県内唯一のアルコール依存症治療専門病棟

を持ち、充実したプログラムやチーム医療
を実践されています）

　　▶回復者の立場から
　　▶家族の立場から

　茨城県断酒つくばね会
　　▶支援機関の立場から
　　 茨城県精神保健福祉センター
申込方法　 下記までお申し込みください。
問・申 鉾田保健所　健康指導課
　　　☎０２９１－３３－２１５８
　　　FAX ０２９１－３３－３１３６

　特定の産業に従事する労働者とその使用
者に適用される最低賃金が、下記一覧表のと
おり改正決定されました。
　使用者と労働者が合意し「特定最低賃金
額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その
賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用さ
れます。
　なお、次の①から③に掲げる者等について
は特定最低賃金の適用が除外され、茨城県最
低賃金（時間額 796 円）が適用されます。
① 18 歳未満または 65 歳以上の者
② 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得

中のもの
③清掃、片付けの業務に主として従事する者

茨城県の特定最低賃金
特定最低賃金名 時間額

鉄鋼業 892 円
はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業 859 円

計量器・測定器・分析機器・試
験機・理化学機械器具、医療用
機械器具・医療用品、光学機械
器具・レンズ、電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部
分品製造業

855 円

各種商品小売業 828 円

効力発生日：平成 29 年１２月３１日
問 茨城労働局賃金室　☎０２９－２２４－６２１６
　  または最寄りの労働基準監督署

茨城県の特定最低賃金改正
～もうチェックした？最低賃金！使用者も労働者も。～

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　キューピーマヨネーズ五霞工場・あみプレ
ミアムアウトレットをめぐります。
期　　日　２月 13 日（火）
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　1,000 円（食事は各自負担）
申込期間　１月 10 日（水）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

生き物アカデミー体験講座
「葦

あ し

船をつくろう」
　霞ヶ浦の植物「葦（あし）」を使って船を
作り、乗ります。葦原を整備することは環境
保全にもなり、日本最古の船ともいわれる葦
船づくりを体験することができます。
期　　日　1 月 21 日（日）・2 月 18 日（日）
時　　間　午前９時 30 分～正午
集合場所　道の駅たまつくり
参　　　　　加　　　　　費　無料
対　　象　小学生と保護者
申込方法　 http://elfm.jp/（WEB 申 し 込 み

フォーム）からお申し込みください。
問 NPO 法人霞ヶ浦アカデミー
　 ☎０８０－６６０７－１３０９（事務局菊地）



☆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　２月 17 日（土）18：00 ～ 20：30
場　　所　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　１月 16 日（火）～１月 30 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/index.html

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！

なめふれウォーキング !!
つるし雛

びな
を愛

め
でながらウォーキングコース

期　　日　２月 18 日（日）
集合場所　麻生公民館　午前９時集合
時　　間　午前９時～正午
対　　象　小学生以上（定員 30 人）
参　　　　　加　　　　　費　１回　300 円　※保険代等
申込締切　２月 15 日（木）
申込方法　下記までお申し込みください。

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。

「かしま灘楽習塾」第 13 期塾生募集
および第 12 期作品成果発表展

　♪行方市民の皆さんも一緒に
楽しく学びませんか♪　

期　　間　本年４月～平成31年３月（１年間）
講座内容　 概要や日程などは、鹿嶋市まちづ

くり市民センター、鹿嶋市役所社
会教育課、大野ふれあいセンター
などにある講座紹介パンフレット
やホームページをご覧ください。

費　　用　月１回講座　  6,000 円 / 年
　　　　　月２回講座　11,500 円 / 年
　　　　　※その他経費は実費
申込期間　 １月 16 日（火）

～２月 25 日（日）正午
▶第 12 期作品成果発表展
　１月 16 日（火）～２月 18 日（日）
　鹿嶋市まちづくり市民センター内
　市民ギャラリー
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 FAX 0299-85-2602
　　　 URL  http://www.nadajuku.com/

　本年４月から、各小中学校の体育館で練習・
レクリエーション活動などを希望する団体に
ついては、下記によりお申し込みください。
対　　象　 市内在住在勤者 10 人以上で構成

する団体で、平成 30 年度スポー
ツ安全保険等に加入見込みであ
ること

開　　　　　放　　　　　校　 麻生中学校・麻生小学校・麻生東
小学校・北浦中学校・北浦小学校・
旧津澄小学校・玉造中学校・玉造
小学校

申込締切　１月 31 日（水）
申込方法　 麻生運動場・北浦運動場・玉造運

動場の各事務室に申込書を用意
しますので、ご記入の上提出して
ください（FAX 不可）。

※ ２月 15 日（木）午後７時から北浦公民館
２階会議室で調整会議を行いますので、利
用希望団体の代表者の方は出席願います。

問・申 北浦運動場　☎０２９１－３５－２１２０
        玉造運動場　☎０２９９－５５－３２１１

スキー教室
期　　日　２月９日（金）～２月 11 日（日）
集合・出発時間

９日（金）午後９時 30 分（１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）、スキー経験初級者以
上の方のみ（スノーボード不可）

人　　数　40 人　※定員になり次第締切
スキー場　安比高原スキー場（岩手県）
宿泊場所　民宿 ｢いろり｣
　　　　　（ 岩 手 県 二 戸 郡 安 代 町 字 細 野

464-6　☎ 0195-72-5150）
参　　　　　加　　　　　費　一　般　　　25,000 円
　　　　　小学生以下　20,000 円
　　　　　 （リフト代２日分含む。出発日に

納入してください）
その他費用　 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
6,000 円が個人負担になります。

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、
スキー場でのレンタルとなりま
す）を下記へ電話または FAX で
お申し込みください。

申込締切　 １月 26 日（金）
※ 希望者が少ない場合、バスから自家用車乗

り合わせになることがあります。

小中学校体育館
定期利用団体申込受付

　中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働
者として石綿ばく露作業に従事していたこ
とが原因であると認められた場合には、労災
保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿
救済法に基づく特別遺族給付金が支給され
ます。
　石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常
に長い年月を経て発症することが大きな特
徴です。
　中皮腫などでお亡くなりになられた方が
過去に石綿業務に従事されていた場合には、
労災保険給付等の支給対象となる可能性が
ありますので、まずはお気軽に最寄りの都道
府県労働局または労働基準監督署へご相談
ください。
　制度のご案内は、厚生労働省ホームページ
でもご覧になれます。
問 茨城労働局労働基準部労災補償課
　 ☎０２９－２２４－６２１７
　 URL  http://www.mhlw.go.jp/new-

info/kobetu/roudou/gyousei/
rousai/120406-1.html

中皮腫や肺がんなど、石綿による
疾病の補償・救済について

平成 29年度行方市北浦杯卓球大会
期　　日　１月 27 日（土）
時　　間　受　付　午前８時 30 分～
　　　　　開会式　午前８時 45 分～
対　　象　中学生（行方市・潮来市）
場　　所　麻生運動場体育館
参　　　　　加　　　　　費　シングルス１人 200 円（当日徴収）
種　　目　中学生：男女別シングルス
競技方法　トーナメント方式
そ　  　　　の　　　    　他 　ゼッケンを必ず付けてください（背）。
申込方法　 申込書に必要事項を記入の上、下

記へお申し込みください（FAX 可）。
申込締切　 １月 17 日（水）

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

　幼稚園・小学校年代の成長に関わる方々が、
幼少期の球技習得プログラム「ボールであそ
ぼう！」の指導法を習得し、地域の子どもた
ちのスポーツライフを支援できることを目的
として実施します。
期　　日　１月 21 日（日）
時　　間　受　付　午前８時 30 分～
　　　　　開講式　午前８時 40 分～
　　　　　閉講式　午後０時 55 分～
場　　所　北浦公民館（講義）※受付場所
　　　　　北浦運動場体育館（実技）
対　　象　関心のある方
募集人数　30 人
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　下記までお申し込みください。
問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎）
　　  ☎０２９１－３５－２１１１
　　  FAX ０２９１－３５－１７８５

ボールで遊ぼう！
指導者講習会 　地域の方、市役所や学校、各施設・事業所

の防災担当者が集まり、防災について最新の
情報を交換したり、研修したりする機会とし
て講演会を開催します。
期　　日　１月 24 日（水）
時　　間　午後２時～午後４時
場　　所　レイクエコー　多目的ホール
　　　　　（宇崎 1389）
内　　容　
　〈モデル校実践発表〉
　　「防災への取り組み」　　   麻生中学校
　〈講演会〉
　　「防災への備え」
　　　　防災アドバイザー　   吉田 亮一氏
参　　　加　　　費　無料
定　　員　300 人
申込期限　１月 12 日（金）
申込方法　 電話にて下記までお申し込みく

ださい。
問・申  レイクエコー（茨城県鹿行生涯学習セ

ンター・茨城県女性プラザ）
　　  ☎０２９９－７３－３８７７

地域ぐるみで防災と向き合う
防災講演会

【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　２月 18 日（日）10：00 ～ 16：00
　　　　　※相談時間：45 分程度
　　　　　※完全予約制
場　　所　麻生公民館
対　　象　結婚を望む独身者（市内在住）
　　　　　先着 10 人
申込期限　２月５日（月）
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→


