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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。
◆９月５日（水）
　行方市役所玉造庁舎
　9：30 ～ 11：30
◆９月 20日（木）
　なめがた地域医療センター
　13：15 ～ 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

　この災害で被災された方々を支援するた
め、次のとおり義援金の募集を行っています。
集められた義援金は日本赤十字社を通じて被
災地へ送られます。
　皆さまからの温かいご支援をよろしくお願
いします。
受付期間　12 月 31 日（月）まで
募金箱設置場所
　・玉造庁舎　総合窓口課
　・麻生庁舎　総合窓口室
　・北浦庁舎　総合窓口室
※ 領収書が必要な方は、社会福祉課にお問い

合わせください。
■口座振込を希望される方（手数料は無料）
　銀行名　　常陽銀行　本店営業部
　口座番号　普通預金　８９７３１
　口座名義　日本赤十字社茨城県支部
　　　　　　　　　支部長　大井川 和彦
問 社会福祉課（玉造庁舎）
　 ☎０２９９－５５－０１１１

ご協力をお願いします
平成 30 年７月豪雨災害義援金

　モネやルノワールなど印象派からマティ
ス、ピカソなど 20 世紀絵画まで、ポーラ美
術館のコレクションから珠玉の 72 点を紹介
します。
期　　日　９月４日（火）～ 11 月 18 日（日）
※ 月曜休館。ただし、祝日は開館、翌火曜

休館（９月 18 日（火）は開館）
開館時間　午前９時 30 分～午後５時
場　　所　茨城県近代美術館
問 茨城県近代美術館
　 ☎０２９－２４３－５１１１

茨城県近代美術館開館 30 周年記念特別展
「ポーラ美術館コレクション ― モネ、

ルノワールからピカソまで」

　運動不足の方や「どう運動をしていいか
分からない」「運動がうまく続かない」とい
う方は、ぜひご参加ください。
期　　日　10 月 4 日・11 日・18 日・25 日
　　　　　11 月 1 日（全 5 回）毎週木曜日
時　　間　午後６時 30 分～午後８時
場　　所　北浦保健センター
対　　象　�市内在住のおおむね 70 歳以下の方
内　　容　 体力アップ・健康増進を目標に、

テーマに沿った筋肉トレーニン
グや体操、ストレッチなど

講　　師　なめがた地域医療センター
　　　　　　理学療法士　藤田 義隆先生
定　　員　30 人　※定員になり次第締切

参　　　　　　加　　　　　費　無料
申込締切　９月 21 日（金）
申込方法　 下記まで、電話でお申し込みく

ださい。
問・申  健康増進課（北浦保健センター内）
　 　 ☎０２９１－３４－６２００

体力アップの運動教室

参加者募集
「認知症予防講演会」

　認知機能を高める実技を中心に、脳を活性
化させるにはどういう方法があるのかお話し
ていただきます。
期　　日　９月 20 日（木）
時　　間　午後１時 45 分～午後３時 15 分
　　　　　（受付：午後１時 30 分～）
人　　数　100 人　※定員になり次第締切

場　　所　行方市地域包括支援センター
料　　金　無料
講　　師　Rise total support　所 圭吾先生
申込方法　�下記まで、電話でお申し込みくだ

さい。
問・申  行方市地域包括支援センター（玉造保健

センター内）☎０２９９－５５－０１１４

茨城空港からソウル（仁川国際空港）
への就航のお知らせ

　ソウル（仁川国際空港）への待望の定期便
が、約 7 年ぶりに運航開始となりました。
　ソウル便は、毎週火曜日・木曜日・土曜日
の週 3 便の運航で、最安運賃は 5,000 円か
らご利用いただけます。
　世界遺産の「昌徳宮」や「水原華城」など
の観光はもちろん、ショッピングやグルメも
楽しめる韓国へ、ぜひ茨城空港からお出かけ
ください。
▼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（茨城県空港

対策課）☎０２９－３０１－２７６１

障害者就職面接会

　仕事をお探しの障害者の方と、障害のある
方を採用したい事業主の方が一堂に会して
面接相談を行う、障害者就職面接会を開催し
ます。
　面接会に参加を希望される方、採用をお考
えの事業主の方は、ハローワーク常陸鹿嶋へ
ご連絡ください。
日　　時　９月 25 日（火）午後１時～
場　　所　鹿島セントラルホテル　新館
　　　　　（神栖市大野原 4-7-11）
※ 履歴書（応募枚数分）をお持ちください。
※ 参加希望者・事業主は、事前にハローワー

クへの連絡が必要です。
問・申 ハローワーク常陸鹿嶋
　　　☎０２９９－８３－２３１８

期　　日　９月 13 日（木）
時　　間　午後２時～午後３時
場　　所　 なめがた地域医療センター
　　　　　３階会議室
講　　師　感染管理認定看護師
　　　　　　　上岡 奈美先生
参　　　加　　　費　無料（事前申込不要）
問 なめがた地域医療センター　看護部
　 ☎０２９９－５６－０６００

なめがた地域医療センター健康教室
「自宅でできる感染対策」 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

厚生労働省茨城労働局委託事業
フォークリフト講習（普通免許所有者限定）

期　　間　９月27日（木）～10月10日（水）
　　　　　※土日除く６日間
場　　所　鹿嶋勤労文化会館
　　　　　 鹿島港湾福祉センター内フォー

クリフト訓練所
対　　象　 茨城県内在住で、次の①・②の

両方を満たす方
　　　　　①  55 歳以上で雇用形態による就

職を希望する方
　　　　　② ハローワークに求職登録して

いる方
定　　員　10 人
受　　　　　　講　　　　　　料　無料（交通費、昼食代は自己負担）
申込締切　９月 11 日（火）
問・申 日建学院　水戸校
　　　☎ ０２９－３０５－５４３３
　　　FAX  ０２９－２４１－５１２８

期　　日　 10 月６日（土）
時　　間　午前 10 時
　　　　　　　　～ 午後３時
場　　所　鹿嶋勤労文化会館
内　　容　 借金、土地・建物、相続、裁判、

会社等に関する相談およびこれ
に関連する登記相談

そ　　　　　の　　　　　他　 本相談は無料です。当日、会場に
て受付します。事前予約不要。

※ お仕事の都合などにより、最寄りの会場
においでになれない方のために、茨城司
法書士会館において電話相談も行います。

　▶相談電話　☎０２９－２２５－０１１１
問 茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

「法の日」司法書士法律相談
（鹿嶋会場）

《第二種電気工事士受験対策（技能）講座 B》
期　　日　 11 月 4 日（日）、11 日（日）、
　　　　　18 日（日）の３日間
時　　間　午前９時～午後４時
申込期間　９月18日（火）～10月10日（水）
定　　員　10 人（抽選）
受　　　　　　講　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）
申込方法　 往復はがきまたは鹿島産業技術

専門学院ホームページからお申
し込みください。

※詳細は、お問い合わせください。
問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　鹿嶋市林 572-1　☎ 0299-69-1171
　　 URL  http://business2.plala.or .jp/

kasigise/

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー



☆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

 茨城県庁25階展望ロビーdeパーティー
～大人の夏の癒し～

日　　時　９月 28 日（金）19：00 ～ 21：15
場　　所　茨城県庁 25 階展望ロビー
対　　象　36 ～ 43 歳の独身男女各 14 人
　　　　　※応募者多数は抽選
申込期限　９月 11 日（火）
 34 ～ 49 歳・ざ・飲み会♪
日　　時　10 月 20 日（土）18：00 ～ 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　34 ～ 49 歳の独身男女各６人
　　　　　※応募者多数は抽選
申込期間　９月 21 日（金）～ 10 月５日（金）

問・申  （一社）いばらき出会い
サポートセンター

　　　☎０２９－２２４－８８８８

◆その他のパーティー情報は…
　 （一社）いばらき出会いサポートセンターのホー

ムページでご確認ください。

参加者募集！

問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎）
☎０２９１－３５－２１１１FAX ０２９１－３５－１７８５

秋季バドミントン大会
期　　日　10 月 21 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　一組　1,000 円
申込方法　 下記まで、FAX または直接お申

し込みください。
申込締切　10 月７日（日）

秋の日帰り軽登山
期　　日　10 月 10 日（水）
場　　所　 群馬県　赤城山
対　　象　 市内に住所を有する方
募集人員　 40 人
参　　　　　加　　　　　　費　 １人 5,000 円（バス代・入浴料・そ

の他諸経費含む）
申込方法　 必ず往復はがきで申し込み、１枚

で２人までとします。
募集期間　 ９月３日（月）～９月 25 日（火）

必着
〈往復はがき 記載例〉

〒 311-1792
行方市山田 2564-10
行方市体育協会事務局  行

行方市行方△□ -1
行方 花子　60 歳　女
0299-77- □△×○

行方市行方○○ -2
行方 みこっと 30 歳  女
0299-77- ○×△□

★往信面　見開き

日帰り軽登山申込み

行方市行方△□ -1
行方　花子　様

☆復信面　見開き
〒 311- □□□□

※ この欄は、記入しない
でください。

有機肥料で安全で安心な農業を
有機肥料を使用してみませんか
　この肥料は、し尿・浄化槽汚泥および牛・
豚家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭に
よる優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・牛
豚混合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受け
ています。

液状汚泥発酵堆肥（無料で散布します）
主要作物　 ハス田、飼料用作物、ねぎ、里芋、

小松菜、春菊　他

牛豚混合汚泥堆肥（有料で販売します）
家庭菜園、プランター、庭木等に最適です。

● 15kg 袋詰　　　　　200 円
●バラ売り１kg 当たり　10 円

問 玉造有機肥料供給センター
　 （玉造甲 6497 番地３）
　 ☎ ０２９９－３６－２４１１
　 FAX  ０２９９－３６－２９１１

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平均
的な測定値）
○窒素全量　　　11.0g/kg
○リン酸全量　　14.0g/kg
○カリ全量　　　13.0g/kg
○炭素窒素比　　12
※  g ／ kg は現物あたりの重量

を表します。

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平
均的な測定値）
○窒素全量　　　1.8g/kg
○リン酸全量　　0.7g/kg
○カリ全量　　　3.0g/kg
○炭素窒素比　　２
※  g ／ kg は現物あたりの

重量を表します。

問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

　平成 30年度第１回
行方市民テニス大会　

期　　日　９月 16 日（日）
　　　　　※雨天時９月 23 日（日）
時　　間　午前９時集合受付
場　　所　北浦運動場テニスコート
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
参　　　　　加　　　　　　費　１人 500 円（当日徴収）

体力テストを開催します
期　　日　９月 20 日（木）
時　　間　午後６時 30 分～午後９時
　　　　　（うち約 40 分間）
　　　　　※随時受け付けます。
場　　所　麻生運動場体育館
対　　象　20 歳以上の市民
種　　目（６種目）
　　　　　①握力　②上体起こし
　　　　　③長座体前屈　④反復横とび
　　　　　⑤立ち幅とび
　　　　　⑥ 20m シャトルラン
参　　　　　加　　　　　　費　無料
申込方法　 当日会場にて。事前申込不要。
持　　　　　ち　　　　　物　 体育館シューズ、運動のできる服

装、飲み物、タオル

ヘルシーボール体験教室
　ヘルシーボールとは、オレンジと黒のだ円の
ボール（直径約 90cm）をバレーボールのよ
うに打ち返すスポーツです。
　初めて見る方は、ボールの大きさに驚くか
もしれません。必ず２人以上がボールに触れ
ないと、相手コートに打ち返せないなどのルー
ルがあります。幼児からシニアまで、幅広い年
齢の方が誰でも楽しめるスポーツです。
期　　日　９月 23 日（日）
時　　間　午前９時～午前 11 時 30 分
場　　所　北浦運動場体育館
対　　象　小学生以上の市民
募集人員　 100 人
参　　　　　加　　　　　　費　無料
申込方法　 当日まで可
持　　　　　ち　　　　　物　 体育館シューズ、運動のできる服

装、飲み物、タオル

申込方法（共通）
　 氏名・住所・電話番号・年齢等を電話または

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。

参加者募集
「秋のガーデニング講座」

期　　日　10 月 14 日（日）
時　　間　午後２時～午後４時
場　　所　麻生公民館　研修室・中庭
対　　　　　象　　　　　者　 行方市民　先着 30 人
講　　師　高橋 早紀先生
　　　　　（フラワー＆ガーデンメンテナンス）
申込期間　９月１日（土）～９月 22 日（土）
参　　　　　加　　　　　費　3,500 円（寄せ植え教材費）
※お楽しみプチプレゼント付き
問・申  なめがた花で彩るまちづくり会事務局

（金田） ☎０９０－７６３０－７１８７

　地域の皆さんの手により、公共の場を緑化
し、緑豊かなまちづくりへの意識を持っても
らうことを目的とします。
　配布する花苗の種類は未定ですが、１団体
あたり 180 本までを予定しています。
応募資格　 普段から活動をしている町内会・商店

会・子ども会・老人会等の団体のみ
募集定数　先着 20 団体
場　　所　 集落センターや道路沿いなど、地域

住民が活用する公共性の高い場所
料　　金　無償配布
申込方法　 電話または直接農林水産課（北浦

庁舎）までお越しください。後日
申請書を郵送します。

受付開始　10 月１日（月）から先着順
問・申 行方市緑化推進協議会
　　　（農林水産課内）
　　　☎０２９１－３５－２１１１

地域の皆さんへ
季節の花苗を配布します

勤労者向け融資制度のご案内

　茨城県では、中央労働金庫と提携して、勤
労者等の生活の安定を図るため、生活資金等
を低利で融資しています。融資要件など、詳
細はお問い合わせください。

対象 勤労者 失業者 育児・
介護休業者

使途 冠婚葬祭・医療・
教育費用　等 生活資金 生活資金

金利 1.7％ 1.2％ 1.5％

限度 100 万円 50 万円 100 万円

※別途保証料率　年 0.7％あり
お申し込みいただける方
　勤労者の方／県内に原則として１年以上
居住または勤務している方／現在の勤め先
に原則として１年以上継続勤務している方
／前年税込年収 150 万円以上の方
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）


