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　税金の専門家である税理士
による無料税務相談です。
　相続税、贈与税、消費税、
所得税などの税金の相談や、
個人事業・法人の創業に関する相談にご利用
ください。
開　　　　　催　　　　　日　 （水曜日）
　　　　　  ６月６日・20 日
　　　　　  ７月４日・18 日
　　　　　  ８月１日
　　　　　  ９月５日・19 日
　　　　　10 月３日・17 日
　　　　　11 月７日・21 日
　　　　　12 月５日・19 日
　　　　　平成 31 年１月 16 日
時　　間　午後１時 30 分～午後４時 30 分
場　　所　 鹿嶋市まちづくり市民センター

２階　団体事務室９
　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）
※事前にご予約をお願いします。
問・申 関東信越税理士会　潮来支部
　　　☎０２９９－８４－７３３９

税理士による
無料税務相談所を開設しています

日時および場所
受付日 時間 場所

６月７日（木）

10：00 ～
11：30

行方市商工会
麻生 1221

13：30 ～
15：00

玉造公民館
玉造乙 1179

６月 19 日（火）

10：00 ～
11：30

北浦保健センター
山田 3282-10

14：00 ～
15：00

鉾田市旭保健センター
鉾田市造谷 605-3

６月 27 日（水）

10：30 ～
11：30

鉾田市商工会大洋支所
鉾田市大蔵 1338-1

13：30 ～
15：00

茨城県鉾田保健所
鉾田市鉾田 1367-3

検査料金　１検体 800 円
　　　　　 （赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管

出血性大腸菌 O157）
検査結果　 約２週間後に、検査成績書が送付

されます。検査成績書は、食品衛
生責任者管理記録簿等に貼付する
などして、管理にご活用ください。

①店舗ごとに申込用紙を記載してください。
②容器等は保健所で配布しています。
③ 上記の他、毎週月曜日午前９時～午前 11

時に鉾田保健所内でも受付しています。
※詳細はお問い合わせください。
問 鉾田食品衛生協会（茨城県鉾田保健所内）
　 ☎０２９１－３２－４６０２

食品取扱者の保菌検査
鉾田保健所管内飲食物取扱従事者の皆さまへ

小山記念病院　市民公開講座

「加齢とともに気になる目の病気
　　　～白内障・緑内障・加齢黄斑変性～」
期　　日　６月８日（金）
時　　間　午後２時 30 分～午後３時 30 分
講　　師　小山記念病院
　　　　　　　眼科部長　杉山浩司　医師
場　　所　神栖市保健・福祉会館
対　　　　　象　　　　　者　 どなたでも参加できます（無料）
問・申 小山記念病院　事務局
　　  ☎０２９９－８５－１１３２

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

　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　７月７日（土）
時　　間　 午後１時 30 分～午後４時 30 分
場　　所　鹿嶋市大野まちづくりセンター
　　　　　（鹿嶋市津賀 1919-1）
内　　容
　【第１部】ひきこもり・不登校の家族の話
　【第２部】ひきこもり支援に関わって
　【第３部】参加者によるグループ交流会
対　　　　　象　　　　　者　 ひきこもり・不登校の経験者やそ

の家族、支援者、関心のある方
参　　　　　加　　　　　費　500 円（当事者、経験者は 200 円）
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　事務局　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 鹿嶋

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。

農業用ポリエチレン（農ポリ）
の回収について

　本年度第１回目の回収を、次のとおり行い
ます。
期　　日　７月３日（火）
時　　間　午前９時～正午
場　　所　 ＪＡなめがた営農経済センター

玉造
　なお、今後の年間スケジュールや収集処理
費等については、市報７月号と共にお届けす
るチラシにてお知らせします。
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

前照灯常時点灯運動
名称募集！

　茨城県交通安全協会および交通安全母の
会では、多発している交通事故による死者を
一人でも減らすため「前照灯常時点灯運動」
を推進することとしました。
　この運動の、分かりやすく親しみやすい名
称を募集します。
応募締切　６月 29 日（金）
応募方法　 総務課（麻生庁舎）、総合窓口（北

浦・玉造庁舎）に設置してある
応募用紙または茨城県交通安全
協会のホームぺージからダウン
ロードしてご応募ください。

問 行方地区交通安全協会事務局
　 ☎０２９９－７２－１２６５

財務省関東財務局
水戸財務事務所へご相談を！

　関東財務局水戸財務事務所では、財務省の
総合出先機関として、地域の皆さまからの相
談を無料で受け付けています。
　１人で悩まないで、迷わずご相談ください。
■連絡先
　○だまされないで！危ない投資勧誘！
　○電子マネーが詐欺の支払いに悪用！
　　☎０２９－２２１－３１９５
　（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 17：00・祝祭日を除く）
　○借金のことでお悩みはありませんか？
　　☎０２９－２２１－３１９０
　（月～金 8：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 16：30・祝祭日を除く）

「アルバイトの労働条件を確かめよう！」
キャンペーン

　アルバイトで「おかしい !!」と思ったら、
ネットで検索＆電話で相談　

▶ポータルサイト「確かめよう　労働条件」
　 http://www.check-roudou.mhlw.

go.jp/parttime/
▶総合労働相談コーナー（若者相談コーナー）
　 茨城労働局雇用環境・均等室（☎ 029-

277-8295）または最寄りの労働基準監督署
　※ 月～金（祝祭日・年末年始を除く）午前

８時 30 分～午後 5 時 15 分
▶労働条件相談ほっとライン
　フリーダイヤル 0120-811-610
　　　　　　　　　（はい！ろうどう）
※月～金　午後５時～午後 10 時
　土・日　午前９時～午後９時

休日窓口開設日を変更します

　これまで、毎週土曜日と日曜日に、麻生庁
舎で休日窓口を開設していましたが、7 月か
らは、土曜日のみの開設となります。
※日曜日は閉庁とします。
■７月からの休日窓口
　場　所：麻生庁舎
　開設日：毎週土曜日
　　　　　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　業務内容：証明書の発行、旅券の交付、
　　　　　　戸籍届の受領　等
　　　　　　個人番号カードの交付
　　　　　　（最終土曜日）
問 総合窓口課（玉造庁舎）
　 ☎０２９９－５５－０１１１

宮本看護専門学校　入学案内

　平成 31 年度入学生の入学試験を、次のと
おり実施します。
・推薦入試　10 月 13 日（土）
・一般入試　12 月８日（土）
　オープンキャンパスも、７月 28 日（土）
に実施します。多くの方の来校をお待ちして
います。
　詳しくは、ホームページでご確認ください。
問 宮本看護専門学校　入試事務室
　 ☎０２９９－７９－３０１０

「緑の甲子園」
運営ボランティア募集

　セントラルゴルフクラブでは、８月に開催
される「緑の甲子園」（全国高等学校ゴルフ
選手権大会および全国中学校ゴルフ選手権大
会）の運営ボランティアを募集します。
期　　間　８月６日（月）～８月 11 日（土・祝）
場　　所　セントラルゴルフクラブ（麻生）
　　　　　 セントラルゴルフクラブ NEW

コース（小牧）
募集人員
　・フォアキャディー（ボールの確認）

　　４～５時間勤務（交代）120 人
　・スコアラー（カートの運転およびスコア確認）

　　６～７時間勤務　　　　　216 人
申込方法　 下記までご連絡ください（定員に

なり次第締切）。
問 セントラルゴルフクラブ
　 ☎０２９９－７２－１１５５



※ 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（北浦運動場内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

第13回行方市民総合スポーツ大会
期　　日　７月１日（日）
　　　　　集合：午前８時
　　　　　開会：午前８時 30 分
種　　目
１．ママさんバレーボール ６．バドミントン
２．ソフトボール ７．剣道
３．バスケットボール ８．卓球
４．ソフトテニス ９．セーリング
５．テニス 10．ハンドボール
参加資格　市内在住または勤務する方
参　　　　　加　　　　　　費　競技により異なります。
競技方法　下記までお問い合わせください。
申込締切　６月 15 日（金）
※ 競技会場・集合時間・参加費等詳細につ

いては、要項（下記施設にあります）で
ご確認ください。

平成30年度行方市ゴルフ教室

中学生・高校生も参加してみませんか！
期　　日　６月 24 日～７月 29 日の各日曜日
　　　　　（計６日間）※予備日８月５日
時　　間　午後 1 時 30 分～午後 4 時
　　　　　（ 打ちっ放し他・ハーフラウンド

は午後６時 30 分頃終了予定）
場　　所　ノースショア CC
　　　　　（受付：同コース練習場）
参加資格　 市内在住在勤者に限定（男女問

わず。小学４年生以上・中学生・
高校生・初心者可）

参　　　　　加　　　　　　費　5,000 円　※小・中学生も同じ
　　　　　（傷害保険料を含む。入校時徴収）
募集人数　50 人（定員になり次第締切）
申込期間　６月 1 日（金）～６月 20 日（水）
実施内容　 難波プロワンポイントレッスン・

打放し・アプローチ・パター・バ
ンカーショット・Ｈラウンドレッ
スン他

※ 使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持
参願います。レンタルは無し。

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール監視員募集

雇用期間　７月 21 日（土）～８月 31 日（金）
勤務時間　午前８時 30 分～午後７時
　　　　　 シフト勤務制（勤務時間は要相談）
賃　　金　１時間あたり 850 円
業務内容　プール監視および施設管理業務
募集資格
　① 平成 30 年４月１日現在で満 16 歳以上

の方
　②泳ぐことができる方
　③ ７月 14 日実施予定の普通救命講習およ

び業務打ち合わせ会議に出席できる方
申込締切　６月 30 日（土）
応募方法　 市販の履歴書に必要事項を記入

し、下記まで提出してください。
問・申 行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　行方市玉造甲 3185
　　　☎０２９９－５５－３２１１

夏休みキャンプ教室

日　　時　７月 21 日（土）午前 10 時～
22 日（日）午後２時（１泊２日）

場　　所　陸上自衛隊勝田駐屯地
募集人数　70 人（応募者多数の場合は抽選）
内　　容　 自衛隊テント設営、飯ごう炊さん、

キャンプファイヤーなど
参加資格　 県内在住の小学生（保護者１人同伴）
参　　　　　加　　　　　費　１人 2,500 円
申込方法
　 参加希望者全員の①氏名（ふりがな）②生

年月日③年齢④職業・学年⑤性別⑥住所⑦
電話番号を記入の上、下記まで往復はがき
にてお申し込みください（１家族単位で申
し込み）。
申込締切　６月 15 日（金）必着
問・申  陸上自衛隊勝田駐屯地広報班
　　　 〒 312-8509　ひたちなか市勝倉 3433
　 　  ☎０２９－２７４－３２１１（内線 291）

参加者募集！ NPO霞ヶ浦アカデミー
からのお知らせ

■�第 29回全国トンボ市民サミット涸沼大会�
本大会（申込不要）

　期　日　6 月 10 日（日）
　時　間　午前 10 時 30 分～午後３時 30 分
　　　　　（午前 10 時開場）
　場　所　いこいの村涸沼１階多目的ホール
　基調講演①
　　廣瀬誠氏（日本トンボ学会）
　基調講演②
　　山口萬壽美氏（茨城県環境アドバイザー）
　事例発表、パネルディスカッション
　参加費無料、定員 150 人
■トンボキッズ（要申込）
　期　日　6 月 9 日（土）
　【Aコース】ベトナム竹トンボに絵をかこう
　　講　師　菊地章雄氏（霞ヶ浦アカデミー）
　　材料費　300 円
　　場　所　 いこいの村涸沼インフォメー

ションプラザ
　　時　間　午前 10 時～正午
　【Bコース】昆虫観察会
　　講　師　茨城県環境アドバイザー
　　参加費　無料
　　場　所　涸沼自然公園（事務所前集合）
　　時　間　午後２時～午後４時
　申込方法　 ボラいち（http://elfm.jp/）　

からお申し込みください。
問 NPO 霞ヶ浦アカデミー事務局　菊地
　 ☎０８０－６６０７－１３０９

　ＩＴに興味のある方、技術を身に付けた
い方は、ぜひご参加ください。
日　　時　 ７月 28 日（土）、８月４日（土）
　　　　　　午前９時 30 分～正午
　　　　　８月 24 日（金）
　　　　　　午前９時 30 分～午後３時 30 分
場　　所　 茨城県立産業技術短期大学校
　　　　　（水戸市下大野町 6342）
内　　容　 学校見学や体験授業
対　　　　　象　　　　　者　 ＩＴに関心をお持ちの高校生お

よび保護者など
申込方法　 各開催日の前日までに電話にて

問い合わせるかホームページ
（http://www.ibaraki-it.ac.jp)
をご覧ください。

問・申 茨城県立産業技術短期大学校
　　　☎０２９－２６９－５５００

目指せ！ＩＴのプロフェッショナル
県立ＩＴ短大オープンキャンパス 2018

　放送大学は、テレビ・ラジオ・インターネッ
トを利用して授業を行う通信制の大学です。
　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　８月 31 日まで
　　　　　第２回　９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年度第２学期
（10月入学）学生募集

求職者支援訓練パソコンスクール
受講生募集

基礎コース　基本から学んで即戦力へ！
就職に役立つパソコン簿記基礎科

（訓練番号：4-30-08-01-00-0003）
内　　容　 ワープロ基礎・応用
　　　　　表計算基礎・応用
　　　　　簿記基礎・応用
　　　　　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　７月13日（金）～11月12日（月）
　　　　　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 9,720 円税込）
申込期限　 ６月 21 日（木）
　　　　　　※ 前日までに、管轄のハローワーク

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

☆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。

「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。
■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 円を助成します。
　（行方市結婚支援団体等加入時助成金）

問 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

出会いパーティー

 婚活アジサイパーティー
日　　時　6 月 24 日（日）14：00 ～ 16：00
場　　所　天王崎観光交流センターコテラス
対　　象　50歳までの独身男女各20人（先着順）
申込期限　６月 23 日（土）

 であイバフェス
日　　時　６月 30 日（土）10：00 ～ 16：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎内会議室
対　　象　独身男女各 30 人（年齢制限なし）
申込期限　６月 30 日（土）

問・申 鹿行マリッジサポーター　井上
　　　 ☎０９０－２６６５－１９１６

問・申  （一社）いばらき出会い
サポートセンター

　　　☎０２９－２２４－８８８８


