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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。
◆２月 14 日（水）行方市役所玉造庁舎
　9：30 ～ 12：30
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

保育士資格をお持ちの方へ

　市では、市内保育の確保のため、また、市
内保育施設の補充人員として保育士の確保
を進めています。
　この機会に保育士への復帰を考えてみて
はいかがでしょうか。
　保育士資格をお持ちでお勤めをお考えの
方は、まずは「無料職業紹介所」（北浦庁舎
商工観光課内）へお問い合わせください。
　また、市内各施設においても募集している
場合がありますので、ご希望の施設に直接お
問い合わせください。
問 こども福祉課（玉造庁舎）
　 ☎０２９９－５５－０１１１

毎日通学できない方でも
学べる通信制（単位制）！
受付期間
■一般入学（新入学）
　３月 13 日（火）～３月 26 日（月）
■編入学・転入学
　３月７日（水）～３月 12 日（月）
※いずれも、土・日・祝日を除く。
※詳しくはお問い合わせください。
問 茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　〒 310-0804 水戸市白梅 2-10-10
　☎０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）
　 URL  http://www.mitominami-h.ibk.

ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
平成 30年度　生徒募集

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　２月 19 日（月）～３月９日（金）
試　　　験　　　日　３月 15 日（木）
合格発表　３月 16 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）

就農希望者の方へ
農場見学＆就農研修会in鹿行（行方・潮来）

期　　日　２月 17 日（土）
時　　間　午前９時 30 分～午後５時
開催場所　行方市・潮来市
集合場所　空のえき「そらら」小美玉市
　　　　　※貸切バス利用
内　　容　 農場の見学や農業体験等の実施

および就農・就職相談会
対　　象　農業に興味のある方、就農希望者
募集人数　20 人（予約制）
料　　金　無料（昼食代各自負担）
申込方法　下記までお申込みください。
問・申 公益社団法人茨城県農林振興公社
　　   ☎０２９－２３９－７１３１

求職者向けパソコンスクール
受講生募集

基礎コース
　　 　 基本から学ぶパソコン簿記基礎科
　　　　　　　 　   4-29-08-01-00-0056
内　　容　 ワープロ、表計算、簿記、職業

能力開発講習等
※使用ソフト（Word、Excel、PowerPoint）
※任意で資格も取得できます。
訓練期間　３月 15 日（木）～７月 13 日（金）
　　　　　午前９時～午後３時 30 分
　　　　　（休憩時間含む）
場　　所　アイテックパソコンスクール神栖校
定　　員　15 人
費　　用　受講料無料
　　　　　（テキスト代 10,746 円税込）
申込期限　 ２月 23 日（金）※前日までにハ

ローワークで求職申し込み・職業
相談をし、申込書を下記へ提出

問・申  アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０

　茨城県では、豊富な知識、
経験、技能等を持つ高齢者
がさまざまな地域活動に活
躍できるよう、元気シニア
バンクを開設しています。
　元気シニアバンクに登録された方は「茨城
シニアマスター」として、県内のさまざまな
団体等の依頼に応じて活動していただきま
す。長年培ったものを地域のために生かしま
せんか。
問・申  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

高齢者の皆さん
「元気シニアバンク」に登録してみませんか

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

第６回　行方の雛まつり
出会いに感動！おもてなし

◆稚児行列とテント市
　２月 18 日（日）
　〇稚児行列
　　場所：蓮城院
　　　　　（麻生 1122-1）
　　出発：午後２時
　　＊ 護摩祈祷後、蓮城院を出発し、麻生

陣屋通り商店街から麻生藩家老屋敷
記念館まで行列します。

　　＊ 今回の稚児行列の写真を募集します。
実行委員会で選出された最優秀作品
は、次年度のポスターに使用させて
いただきます。

　〇テント市
　　場所：麻生陣屋通り商店街
　　時間：午前９時～午後４時
　　＊ 行方商業協同組合から草餅、桜餅を

先着 200 個無料配布します。
◆行方の雛まつり
　期　　間　２月４日（日）～３月３日（土）
　＊ 麻生藩家老屋敷記念館や大山守大塲家

郷土屋敷、霞ヶ浦ふれあいランドなど
の観光拠点から、手作りの
つるし雛飾りで装飾された
加盟店を巡ってください。

　＊ スタンプラリー
　　 ３スタンプ集めて、加盟店

で商品と交換してください。
問 行方市商工会
　☎ ０２９９ー７２ー０５２０

　3,100 台分の駐車場が無料の茨城空港で
は、この 3 月上旬には待望の台湾へのチャー
ター便が催行されます。
　この時期の台湾では、幻想的で華やかなラ
ンタンフェスティバルが開催中です。
　また、ノスタルジックな「九

きゅうふん

份」の街並み
や神秘的な美しさの「日

に ち げ つ た ん

月潭」もお薦めです。
　一足早い春を、台湾に感じに行きませんか。
※詳しくはこちら↓
　 http://www.ibaraki-airport.net/
問 茨城空港利用促進等協議会事務局
　 ☎０２９－３０１－２７６１

茨城空港からのチャーター便（台湾）
のお知らせ

平成 30年度技能検定（前期）
受検のご案内

　技能検定とは、働く人々の有する技能を一
定の基準により検定し、国として証明する
国家検定制度です。茨城県では毎年約 4,500
人が受検しています。合格者には合格証書が
交付され、技能士と称することができます。
受付期間　 ４月４日（水）～４月 17 日（火）

予定
　　　　　※ 受検案内は、３月１日（木）か

ら配布します。
受検手数料　21,000 円
　　　　　　（実技17,900円、学科3,100円）
　　　　　　 35 歳未満の２級・３級受検者

は、実技試験の一部減免措置
があります。

※ 実施職種、受検申請手続き、受検資格、試
験の免除等、詳しくは下記までお問い合
わせください。

問 茨城県職業能力開発協会　技能検定課
　 ☎０２９－２２１－８６４７
　 URL  http://www.ib-syokkyo.com

　タヌキ、ハクビシン等の野生鳥獣を捕獲す
るための「わな」であるトラバサミは、鳥獣
保護管理法の改正により、平成 19 年から狩
猟による使用が禁止されています。
問  環境課（北浦庁舎内）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

狩猟における
トラバサミの使用禁止について

トラバサミ→



☆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

 みんなでしゃべらないと !
日　　時　３月 16 日（金）19：00 〜 21：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎　3 階会議室
　　　　　（水戸市三の丸 1-5-38）
対　　象　30 歳代の独身男女各 15 人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　２月 16 日（金）〜３月２日（金）

 40 ～ 45 歳・ざ・飲み会♬
日　　時　 3 月 17 日（土）18：00 〜 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　40 〜 45 歳の独身男女各６人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　２月 16 日（金）〜３月２日（金）

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
■問い合わせ＆申し込み
　　（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

参加者募集！

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。

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

平成 29 年度
行方市長杯バドミントン大会

期　　日　３月 18 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　１組 1,000 円
　　　　　（当日各チーム一括して徴収）
申込締切　３月４日（日）
種　　目　 混合ダブルス
　　　　　・Ａクラス（上級者）
　　　　　・Ｂクラス（中級者）
　　　　　・Ｃクラス（初級者）
　　　　　※ 前回入賞者は、１つランクを上

げてエントリーしてください。
競技方法　リーグ戦およびトーナメント戦

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

第 23 回行方市民テニス大会
期　　日　３月４日（日）
　　　　　※雨天時３月 11 日（日）
時　　間　午前９時集合受付
対　　象　 市内在住在勤者または市内のク

ラブ等に所属している方
場　　所　北浦運動場テニスコート
参　　　　　加　　　　　　費　１人 500 円（当日徴収）
種　　目　 男子ダブルス・女子ダブルス
試合方法　 当日抽選で、参加人数によって決定

　平成 31（2019）年に「いきいき茨城ゆ
め国体」が開催され、本市の北浦運動場第１
グラウンドを会場としてゲートボール競技
が行われます。
　ゲートボール会場として芝の整備が必要
なため、平成 30（2018）年４月から平成
31（2019）年９月１日（日）のいきいき茨
城ゆめ国体ゲートボール競技終了まで、北浦
第１グラウンドは、ゲートボール・グラウン
ドゴルフ等以外の利用を制限させていただ
きます。
　他の利用施設として、北浦運動場第２グラ
ウンド、麻生運動場多目的グラウンド等があ
ります。その他相談に応じますので、ご了承
ください。
　ご不便をおかけしますが、ご理解のほど、
よろしくお願いします。
問 生涯学習課　北浦体育館
　 ☎０２９１－３５－２１２０ 　この月間運動は、相続登記に関する相談を

各司法書士事務所において無料で実施するも
のです。
期　　間　 平成 30 年２月の１カ月間
　　　　　（土・日・祝日を除く）
相談内容　相続登記に関する相談
受付および実施場所　県内の各司法書士事務所
※ お申し込みは、各司法書士事務所までお願

いします（要事前予約）。
問 茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

「相続登記はお済みですか月間」

第 29回　鹿島吹奏楽団定期演奏会

期　　日　２月 25 日（日）
時　　間　午後２時開演
　　　　　（午後１時 30 分開場）
場　　所　鹿嶋勤労文化会館　ホール
入　　　　　場　　　　　　料　無料
演　 　　　　奏　　 　　　 曲　喜歌劇「小鳥売りセレクション」
　　　　　リベルタンゴ
　　　　　 ウェストサイドストーリーセレ

クション　他
問 鹿島吹奏楽団　団長　清水 哲人
　 ☎０９０－７２４０－９６０７

北浦運動場第１グラウンド
使用制限のお知らせ

　「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　３月 24 日（土）
時　　間　 午前 10 時～午前 11 時 45 分
場　　所　玉造公民館　大ホール
主　　催　茨城県スクエアダンス連絡協議会
問・申 井野場ヒサ子
　　　    ☎０２９９－５７－０８０２
　　  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

　茨城労働局と茨城県は、平成 31 年３月大
学等の卒業予定者および３年以内の既卒者

（平成 30 年３月既卒者を含みます）を対象
に、企業説明会を開催します。
　参加希望の事業者の方は、２月５日（月）
午前 10 時から２月９日（金）午後５時の間
に、茨城県商工労働観光部労働政策課ホーム
ページからお申し込みを。
　なお、学生の方の事前申し込みは不要です。
■水戸会場（参加企業 63 社）
　期　日　３月 26 日（月）
　時　間　午後１時～午後３時 30 分
　場　所　ホテルレイクビュー水戸
　　　　　（水戸市宮町 1-6-1）
■土浦会場（参加企業 40 社）
　期　日　３月 19 日（月）
　時　間　午後１時～午後３時 30 分
　場　所　ホテルマロウド筑波
　　　　　（土浦市城北町 2-24）
問 茨城労働局職業安定課
　 ☎０２９－２２４－６２１８
　  または
　 県内各ハローワークまで

いばらき企業説明会 2018

■第 14 講「霞ヶ浦の歴史１」
　（古代～近世：常世の国の内海世界）
　期　日　２月 11 日（日）
　時　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
■第 15 講「霞ヶ浦の歴史２」
　（明治～現代：水運、治水、利水、環境保全）
　期　日　３月 18 日（日）
　時　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
※両回とも
　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
※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 14、15講

鹿行スポーツボウリング推進協議会主催
「無料体験スクール」

■無料体験スクール
　日　時
　①２月 20 日（火）
　　午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分
　②２月 20 日（火）
　　午後６時 30 分～午後８時
　③２月 21 日（水）
　　午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分
　④２月 21 日（水）
　　午後６時 30 分～午後８時
　場　所　鹿島ボウル（鹿嶋市宮中 290-1）

【キャリーハートクラブ】
＊ 障害者手帳をお持ちの方限定クラブ（鹿島

ボウルにて貸靴およびボウリングゲーム代
割引）

＊ 全国障害者スポーツ大会参加選手を毎週１
回、無料レッスン実施中

問  鹿行スポーツボウリング推進協議会（鹿
島ボウル内）　☎０２９９－８４－６７６７


