
お知らせ版
市報　行方 企画部  情報政策課（麻生庁舎）  Tel 0299-72-0811平成 30 年 10 月 1 日　№ 139

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。

第２回行方ハロウィン in
なめがたファーマーズヴィレッジ2018
ハロウィン仮装で、ダンスしよう！

期　　日　10月 28日（日）※雨天決行
時　　間　午後２時～午後５時
　　　　　（受付：午後１時～）
場　　所　�なめがたファーマーズヴィレッジ

やきいもガーデン（宇崎 1561）
内　　容　仮装コンテスト・パフォーマンス
　　　　　２つの部門のコンテスト
※大人も子どもも気軽に参加（申込不要）
問�なめがた湖魔女委員会
　�☎０２９１－３２－８２２２（横田）

「養護老人ホーム鹿行潮来荘」の
民営化に伴う建設運営法人公募

　養護老人ホーム鹿行潮来荘を民営化するに
あたり、新たに養護老人ホームの建設・運営
を希望する社会福祉法人を公募します。
　現に鹿行地域内で社会福祉事業を運営し
ている社会福祉法人が対象となります。
　申込期間は、11 月１日から 11 月 30 日
までです。詳細は、鹿行広域事務組合ホーム
ページ（http://rokkou-kouiki.jp/wp/) を
ご覧ください。
問��鹿行広域事務組合養護老人ホーム鹿行潮
来荘（潮来市大生 1376）

　�☎０２９９－６７－５６４０

内　　容
・�鉾田理容組合（鉾田市・北浦地区・玉造地
区・小川地区）による技術サービス（眉そり・
襟そり・鼻毛脱毛・肩マッサージ・ヘアメ
イクなど）
・飲食店などの模擬店
・フリーマーケット、クラフト販売など
期　　日　10月８日（月・祝）
時　　間　午前 10時～午後３時
場　　所　�ほっとパーク鉾田（芝生公園内）
問 鉾田市商工会　☎０２９１－３２－２２４６

鉾田理容組合　理容まつり

　市では、成人式の意義を考え、次代を担う
新成人の門出を祝い励ますため、平成 31年
行方市成人式を開催します。
期　　日　平成 31年１月 13日（日）
時　　間
　○受　　付　午前９時～
　○式　　典　午前 10時～
　○アトラクション　午前 11時～
　○記念撮影　正午～
　※�記念撮影が終わり次第、解散となります。
会　　場　市文化会館（山田 2175）
※�内容については、実行委員会で検討するた
め、変更になる場合があります。
※�対象となる方へは、11月下旬にご案内の
はがきを郵送します。詳しくは下記までお
問い合わせください。

問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

平成 31 年　行方市成人式のご案内

　茨城県内の行政書士が、面談により、遺言・
相続・各種許認可等の行政手続き相談など、
暮らしと役所の諸手続きに関する相談に直接
お答えします。
■期　　日　10月 21日（日）
　時　　間　午後１時～午後３時 30分
　場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド
　　　　　　水の科学館　２階多目的ホール
■期　　日　10月 28日（日）
　時　　間　午後１時～午後３時 30分
　場　　所　�天王崎観光交流センターコテラス

２階多目的室

問�茨城県行政書士会事務局
　�☎０２９－３０５－３７３１

行政書士による無料相談会

○電話による無料相談○
期　　日　毎週木曜日（祝日を除く）
時　　間　午後１時～午後５時
電話番号　０２９－３０５－３７３１

地区 日程
麻生地区

（各地区巡回）
10/26（金）・10/27（土）
10/29（月）・10/30（火）

玉造地区
（各地区巡回）

11/9（金）・11/12（月）
11/13（火）・11/14（水）
11/16（金）・11/17（土）
11/19（月）

北浦地区
（北浦保健センター）

11/20（火）・11/21（水）
11/22（木）・11/25（日）

受診会場は、受診券をご覧ください。住んで
いる地域に関係なく、どこの会場でも受診で
きます。
○�外国人（農業研修生等）の方は、受診券発行のた
め事前の申し込みが必要です。
※�在留カード・国民健康保険被保険者証を持参の上、
健康増進課（北浦保健センター）に直接お申し込
みください。
○�社会保険扶養の方は、健康保険組合（共済組合等）
からの「特定健康診査受診券」が必要なため、加
入している医療保険者にご確認ください。
○�健康診査受診券（はがき）を各世帯に郵送します
ので、ご確認の上ご都合の良い日に持参し、受診
してください。
○�受診券が郵送されないなど、ご不明な点について
は、お問い合わせください。
問・申�健康増進課（北浦保健センター内）
　　☎０２９１－３４－６２００

平成 30 年度　地域住民健診

青少年のための科学の祭典
鹿行地区大会　行方会場

　科学の魅力を体験できる多彩な実験や工作
のブースを設置します。
期　　日　11月 18日（日）
時　　間　午前９時 30分～午後３時 30分
場　　所　北浦中学校（内宿 390）
参　　　　　加　　　　　　費　無料
対　　象　�鹿行地区の小中学生、高校生およ

びその保護者
問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

平成 30 年住宅・土地統計調査

　総務省統計局（茨城県・行方市）では、
10月 1日現在で住宅・土地統計調査を実施
しています。
　この調査は、住生活に関する最も基本的で
重要な調査で、全国約 370 万世帯の方々を
対象とした大規模な調査です。本市では約
1800世帯が対象となっています。
　調査の結果は、国や地方公共団体における
「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震
や防災を中心とした都市計画の策定、空き家
対策条例の制定などに幅広く利用されてい
ます。
　調査期間中、統計調査員が調査書類を配布
します。対象となった世帯の方は、調査への
ご理解ご協力をお願いします。
問�企画政策課（麻生庁舎）
　�☎０２９９－７２－０８１１

鹿行地区ストーマ講習会

期　　日　10 月 14 日（日）
時　　間　午前 10 時～午後３時
　　　　　（受付：午前９時 30 分～）
場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター
内　　容
　①講演「 ストーマケア
　　　　　　　および日常生活の注意点他」
　　講師：大塚 宏子先生
　　　　　（鹿島労災病院皮膚排泄ケア認定看護師）
　② 参加者による懇談会および装具の展示・

説明等
費　　用　1,000 円（昼食代他）
申込方法　 10 月 10 日（水）までに電話ま

たは FAX で下記までお申し込み
ください。

問・申   公益社団法人日本オストミー協会茨城
県支部　宮下

　　　☎０９０－６５１０－９６１９
　　　 FAX  ０２９９－８３－７６１０

期　　日　10 月 30日（火）
時　　間　午後１時 30分～午後４時
場　　所　茨城県鉾田保健所
　　　　　（鉾田市鉾田 1367-3）
対　　象　�ひきこもりに悩む本人、家族、支

援に従事する職員
定　　員　先着 20人
内　　容
　�講話・交流「ひきこもり状態の方への対応
のコツ」
　講師：ユタリラ相談室
　　　　　　前田�文子�精神保健福祉士ほか
料　　金　無料
申込方法　�10 月 19 日（金）までに、下記

までお申し込みください。
　　　　　※匿名での申し込み可
問・申�茨城県鉾田保健所　ひきこもり担当
　　　�☎０２９１－３３－２１５８

鉾田保健所　ひきこもり学習会

　畜産センターの研究紹介や畜産ミニ講座
の他、子豚やひよこのふれあい牧場、バター
づくり体験、農畜産物の販売などを行いま
す。また、敷地内にある国土地理院のパラボ
ラアンテナ施設も公開されます。
期　　日　10 月 27日（土）※雨天決行
時　　間　午前 10時～午後３時
場　　所　�茨城県畜産センター
　　　　　（石岡市根小屋 1234）
入　　　　　場　　　　　料　無料　※事前申し込み不要
問�茨城県畜産センター企画情報室
　�☎０２９９－４３－３３３３

HP・Facebook
「茨城県畜産センター」
で検索

茨城県畜産センター公開デー

多重債務者のための無料法律相談

　借金の返済でお困りの方を対象に、無料
法律相談会を開催します。相談は無料です。
弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談
に応じます（秘密厳守）。
期日・場所
■ 11月 15日（木）
　�茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市
真鍋 5-17-26）
■ 11月 16日（金）
　日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1）
■ 11月 18日（日）
　茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1）
■ 11月 19日（月）
　�つくば市豊里交流センター（つくば市高野
1197-20）
時　　間　午後 1時～午後 4時 30分
定　　員　�各会場 10人
　　　　　※事前予約制。定員になり次第締切
申込方法　�各会場開催日の前日までに、下

記までお申し込みください。
問・申���茨城県生活文化課
　　��☎０２９－３０１－２８２９



☆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主催

 みんなでしゃべらないと !
日　　時　11 月 16 日（金）19：00 ～
場　　所　茨城県三の丸庁舎　3 階 A 会議室
対　　象　30 ～ 39 歳の独身男女各 15 人
　　　　　※応募者多数は抽選
申込期間　10 月 16 日（火）～ 10 月 30 日（火）
 37 ～ 46 歳・ざ・飲み会♪
日　　時　11 月 17 日（土）18：00 ～
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　37 ～ 46 歳の独身男女各６人
　　　　　※応募者多数は抽選
申込期間　10 月 16 日（火）～ 10 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

◆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

◆なめがたふれあいスポーツクラブ主催◆
ウォーキングサッカー
（高齢者）教室

期　　日　10 月 27 日（土）
時　　間　午前９時 30 分～正午
場　　所　玉造 B&G 海洋センター体育館
対　　象　 市内在住の 60 歳以上の方
募集人数　30 人
参　　　　　加　　　　　　費　300 円
申込締切　10 月 21 日（日）

笠間市飯田ダム周辺ハイキング
と陶芸体験

期　　日　11 月 23 日（金・祝）
時　　間　 午前８時 30 分　玉造 B&G 海洋

センター出発
場　　所　笠間市飯田ダム周辺
対　　象　 小学生以上
募集人数　30 人
参　　　　　加　　　　　　費　会員 3,000 円　非会員 4,000 円
申込締切　11 月８日（木）

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。

第 25回社会人サッカー大会
期　　日　11 月 11 日（日）※予備日18日（日）
時　　間　集合 : 午前８時 試合開始 : 午前９時
場　　所　 麻生運動場多目的グラウンド（人

工芝コート）
参加資格　市内在住・在勤者（高校生を除く）
参　　　　　加　　　　　費　１チーム 3,000 円
申込締切　11 月２日（金）午後５時
※ 代表者会議を、11 月３日（土）午後７時 30 分

から北浦運動場体育館会議室で行います。参加
チーム代表者は出席願います。

期　　日　10月 24日（水）
　　　　　※予備日　25日（木）
時　　間　午前９時～午後２時
場　　所　高須崎公園（霞ヶ浦大橋そば）
参加対象　市内在住・在勤の方�
参　　　　　加　　　　　　費　�100 円（昼食・道具については

各自持参してください）
申込方法　�電話または FAXで、住所・氏名・

年齢・生年月日をお知らせくださ
い（FAXでお申し込みの場合は、
確認の連絡をお願いします）。

申込期間　�10月５日（金）～10月11日（木）
募集人数　180人　※定員になり次第締切
問・申（一財）行方市開発公社
☎０２９９－５５－３９２７�FAX ０２９９－５５－３９２６

第８回高須崎公園グラウンドゴルフ大会
参加者募集

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 

対　　象　�高卒者または同等以上の者
　　　　　（平成31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　定員 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社会人入学試験
　10月 20日（土）
　▶出願期間
　10月１日（月）～ 10月 12日（金）必着
②一般入学試験　第Ⅰ期
　平成 31年１月 19日（土）
　▶出願期間
　12月 25日（火）～平成 31年１月 11日（金）必着
②一般入学試験　第Ⅱ期
　平成 31年２月 23日（土）
　▶出願期間
　平成31年２月４日（月）～２月 15日（金）必着
※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

～あなたも講師に～
「かしま灘楽習塾」市民講師募集

　当塾は生涯学習の市民活動の場です。ここ
であなたの得意な分野を、広く多くの方に講
師になって教えてみませんか。
　教養、手作り作品、音楽、運動などさまざ
まな講座を、月１回または２回ずつ１年間教
えていきます。
説明会日時　�10月11日（木）または13日（土）
　　　　　　午後１時 30分～
申込方法　�10 月 10 日（水）までに、下記

までお申し込みください。
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
　　　（火曜～金曜　午前９時～午後４時）

出願資格
　・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）
　・生産ＣＡＤ科（１年課程）
　　　17歳以上おおむね 45歳以下の方
出願期間　10月９日（火）～ 10月 26日（金）
試　　　験　　　日　11月２日（金）
○10月28日（日）オープンキャンパス開催。
　詳細はお問い合わせください。
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
鹿島産業技術専門学院  平成 31 年度学生募集

再就職のための公共職業訓練
パソコン簿記会計科　受講生募集

　簿記、ワード、エクセルの基礎を習得し、日
商簿記 3級とパソコン試験（MOS）の合格を
目指します。
訓練期間　12月３日（月）

～平成 31年２月 28日（木）
　　　　　午前９時～午後４時
場　　所　アイテックパソコンスクール神栖校
定　　員　20 人
費　　用　受講料無料
　　　　　（テキスト代 9,288 円税込）
申込期限　�11 月１日（木）
※�前日までにハローワークで職業相談を行い、
申込願書の提出が必要です。

問・申��アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０
　　　鹿島産業技術専門学院　委託

■ 11月 10日（土）
　　午前９時 15分～午後２時 30分
　　鹿よう祭（文化祭）ステージ発表、
　　イベント広場
■ 11月 28日（水）
　　午前９時 15分～正午
　　授業公開
　　（テーマ：年間を通した安全教育（防災）の推進）

　　※テーマに関する授業、普段の授業
申込方法　�FAX にて「参加希望日・氏名・

性別・電話番号・所属団体名（学
校名）」を記入の上、11月２日（金）
までに下記までお送りください。

問・申�茨城県立鹿島特別支援学校
　　　（教務主任　西念）
　　　☎０２９９－８２－７７００
　　　FAX ０２９９－８４－１５７６

茨城県立鹿島特別支援学校
学校公開

潮来市・行方市共催

 「恋するカシマサッカースタジアム」
日　　時　11 月 23 日（金・祝）13：00 ～
場　　所　茨城県立カシマサッカースタジアム
対　　象　おおむね 30 歳代の独身男女各 20 人
　　　　　※応募者多数は抽選
男性の参加条件
　①潮来市、行方市在住・在勤
　② 事前セミナー（11 月 13 日（火）19：00 ～）

に参加すること
申込期限　10 月１日（月）～ 11 月４日（日）

問・申 
潮来市市民福祉部子育て支援課
☎０２９９－６３－１１１１（内線 388）
行方市企画部企画政策課
☎０２９９－７２－０８１１（内線 232）

期　　日　10月 21日（日）
時　　間　午後１時～午後４時
場　　所　市文化会館（山田 2175）
内　　容
　「中世行方郡の水陸交通」
　　講師　�茨城県立歴史館

学芸課長代理　飛田英世氏
　「武家の女性�－史料にみる水戸藩の女性たち」
　　講師　�茨城県立歴史館

歴史資料課長　笹目礼子氏
問 公益財団法人　大山守大塲家保存協会
　�☎０２９９－５５－３２３０

平成 30 年度　文化講演会

　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラ
ンス）のために、年次有給休暇を計画的に活
用しましょう。
　茨城労働局では「仕事休

やす
もっ化計画」を推

進しています。
　土日・祝日にプラスワン休暇して、連続休
暇にしませんか。
問 茨城労働局　雇用環境・均等室
　�☎０２９－２７７－８２９４

10 月は
「年次有給休暇取得促進期間」です


