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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。

鉾田保健所からお知らせ
難病医療講演会　交流会 2018

期　　日　11月 14日（水）
時　　間　午後２時～午後４時
　　　　　（受付：午後１時 30分～）
場　　所　茨城県立中央病院　研修棟
　　　　　会議室Ａ（笠間市鯉渕 6528）
対　　象　�特発性血小板減少性紫斑病、再生

不良性貧血、自己免疫性溶血性貧
血の患者さんとその家族

内　　容　
①講演
　「血液疾患の病気の理解と日常生活の過ごし方」
　　講師　茨城県立中央病院
　　　　　　　血液内科医師　藤尾�高行�氏
②患者・家族・支援者交流会
③相談会
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　�下記までお申し込みください。
申込締切　11月８日（木）
問・申�鉾田保健所　健康指導課
　　��☎０２９１－３３－２１５８

　イルミネーションフェスティバルが装い
も新たに登場します。12 月いっぱい輝き、
行方市の冬の魅力を発信します。
期　　間　12月１日（土）～12月31日（月）
点灯時間　午後５時～午後 10時
　　　　　※ 31日は一晩中点灯
場　　所　麻生公民館および駐車場
点　　　　　灯　　　　　式　12月１日（土）※雨天決行
　▶イベント：午後２時～
　▶点灯式セレモニー：午後５時 30分～
問�行方市商工会　☎０２９９－７２－０５２０

第１回なめがた冬物語 in2018
霞ヶ浦は、われらの母なる湖　湖畔の風情と帆引き船

　この災害で被災された方々を支援するため、
下記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　平成 31年３月 31日（日）まで
募金箱設置場所
　麻生公民館・北浦公民館・玉造公民館
※�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年北海道胆振東部地震災害義援金

◆ 11月 28日（水）
　行方市役所北浦庁舎　��9：30～ 11：30
　行方警察署　　　　　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

　市内に償却資産をお持ちの方は、地方税
法第 383条の規定により、毎年１月１日（賦
課期日）現在の資産の所有状況について申告
していただくことになっています。
　平成 31年度分の申告期限は、１月 31日
です。年中に資産の増減がなく昨年の申告か
ら変更がない場合でも、償却資産を所有して
いる方は申告が必要となりますので、ご注意
ください。
　なお、所得税の減価償却費で償却資産を計
上している方などには、12月中旬頃の通知
にて申告のご案内をさせていただきますの
で、ご理解ご協力をお願いします。
問�税務課（麻生庁舎）
　�☎０２９９－７２－０８１１

固定資産税（償却資産）
申告のお知らせ

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる個
人の方に、前年中の所得金額に対して課税さ
れる税金です。第２期分の納期限は、11月
30日（金）です。期限内に完納されるよう
お願いします。
　なお、個人事業税の納税には「口座振替制
度」がありますので、ぜひご利用ください。
問�茨城県行方県税事務所　課税第一課
　�☎０２９９－７２－０４８３

県税事務所からのお知らせ
11月は個人事業税第２期分の納期です

全国パーキンソン病友の会茨城県支部
第３回鹿行地区患者・家族のミニ交流会
期　　日　11月 11日（日）
時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分
場　　所　鹿嶋勤労文化会館１階
内　　容　�病気の悩み、薬、介護、その他の

ことを、患者・家族で話をする。
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　�開催日の１週間前までに、下記ま

でご連絡ください。
問・申�則

のりすえ
末�☎０２９９－８３－０１６２

　カウンセラーも参加します。大いに語り、
学びましょう。
期　　日　11月17日（土）・12月22日（土）
時　　間　�午後１時 30分～午後４時 30分
場　　所　鉾田市中央公民館
参　　　　　加　　　　　費　家族 500円（当事者は無料）
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　世話人　小林幸弘
　　��☎０８０－３２７７－２００２
　　�� E-mail �yukki.hati@gmail.com

鹿行地区ひきこもり家族会

北水会記念病院からお知らせ
医療市民講座

　専門医と理学療法士による医療市民講座
を開催します。お気軽にご参加ください。
期　　日　11月 18日（日）
時　　間　午後 1時 30分～午後 3時 30分
場　　所　小川文化センターアピオス
　　　　　小ホール（小美玉市小川 225）
テ　　　　　ー　　　　　マ　最先端の股関節治療
講　　師
　北水会記念病院　病院長・整形外科医師、
　公益社団法人�日本整形外科学会認定
　　　　　　整形外科専門医　平澤�直之�氏
対　　象　股関節の痛みにお悩みの方
定　　員　150人（要申込）
参　　　　　加　　　　　費　無料
※�講座終了後、医師による個別相談あり（要
申込）。手術をご検討されている方優先。
申込方法　�電話にて、下記までお申し込みく

ださい。
申込締切　11月 16日（金）
問・申�医療法人社団北水会　北水会記念病院
　　��☎０２９－３０３－３００３

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

期　　日　11月 17日（土）
時　　間　�午前９時 30分～午後１時 30分
　　　　　※雨天決行
場　　所　茨城県立鉾田農業高等学校　農場
内　　容
　�学科企画、農産物・加工品販売、模擬店等
　　�鉾田農高産の花

か き

卉類（シクラメン、ポイ
ンセチアなど）、野菜類（ゴボウ・ダイコ
ンなど）、米などの農産物、焼き菓子など
の加工品を販売します。

　　（販売品目は、都合により変更になる場合があります）
問�茨城県立鉾田農業高等学校
　�鉾田市徳宿 2997-1
　�☎０２９１－３６－３３２９

第 30回鉾田農業高等学校文化祭
「緑苑祭」

出演・観覧者募集
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

　視覚障害児（者）が学ぶ盲学校の参観を通
して、視覚障害教育についての理解促進を図
るため、学校公開を開催します。
期　　日　11月 17日（土）
時　　間　�午前９時 30分～午後３時 45分
　　　　　（受付：午前９時～）
場　　所　茨城県立盲学校
　　　　　（水戸市袴塚 1-3-1）
内　　容　�学校概要説明、授業参観、施設見

学、盲学校体験（施術体験、視
覚障害者スポーツ体験、点字体
験、シミュレーションレンズ体
験、授業体験（小・中学生のみ））、
個別相談（希望者のみ午後）

対　　象　どなたでも参加いただけます。
参　　　　　加　　　　　費　無料
※詳細は、お問い合わせください。
問・申�茨城県立盲学校（担当　鈴木）
　　��☎０２９－２２１－３３８８
　　��FAX ０２９－２２５－４３２８

茨城県立盲学校　学校公開
「きて・みて・体験　盲学校」

　なめがた大使で、歌手の
奈良崎正明さんがMCを務
める市民参加型の歌番組「昼
カラ歌っちゃいまショー♪」。
　市民の皆さんに、番組で
自慢の歌声を披露していた
だき、奈良崎さんからのワ
ンポイントアドバイスがあ

ります。
期　　日　11月 22日（木）
時　　間　午後２時～午後４時
場　　所　なめがたエリアテレビ簡易劇場
　　　　　（麻生保健センター内）
参加対象　�
　①番組出演　市内在住・在勤の方
　②観覧　　　どなたでも大歓迎
申込方法　�電話かメールで、下記までお申し

込みください。
申込締切　11月 12日（月）
問・申�情報政策課（麻生保健センター内）
　　��☎０２９９－７２－０８１１
　　�� E-mail �name-tv@city.namegata.lg.jp



☆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

 いばらき出会いサポートセンター
　　　　出張結婚相談会　ｉｎ　行方
日　　時　12月 1日（土）10：00～ 16：00
※相談無料。予約制ではありません。
場　　所　麻生公民館
※�センターの紹介や入会相談など、結婚を希望
する独身の方やご家族などの相談に対応。
※上記の「行方市結婚相談会」と同時開催です。

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

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。

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�

行方市主催

 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　12月１日（土）10：00～ 16：00
　　　　　相談時間 45分程度　※予約制
場　　所　麻生公民館
対　　象　結婚を望む独身者（行方市在住）
　　　　　先着５人
申込期限　11月 20日（火）
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
問・申�
企画政策課�定住・企業誘致グループ
☎０２９９－７２－０８１１（内線 232）

ふれあいウォーキング
西蓮寺（大イチョウ）コース

期　　日　12月１日（土）
時　　間　午前９時～正午
（玉造B&G海洋センター午前８時 30分集合）
参加資格　小学生以上
募集人数　30人
申込締切　11月 24日（土）
参　　　　　加　　　　　　費　300円（保険代など）

行方市民インディアカ大会
期　　日　11月 18日（日）
時　　間　午前 9時開会
場　　所　北浦運動場体育館
参加資格　�市内在住・在勤および近隣市在住

の女性限定（20歳以上）
参　　　　　加　　　　　費　1チーム1,000円（大会当日納入）
申込締切　11月７日（水）

Sunday ★なめふれ
　卓球、バドミントン、ニュースポーツなど
で、楽しく体を動かそう！
期　　日　毎月第４日曜日
時　　間　午後１時～午後３時 30分
場　　所　麻生公民館体育室
対　　象　子どもから大人まで
　　　　　　※未就学児は保護者同伴
参　　　　　加　　　　　　費　子ども　１回 200円
　　　　　大　人　１回 300円
※当日参加も大歓迎です。

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
　　① 11月 14日（水）
　　　午前 10時 15分～午前 11時 45分
　　② 11月 14日（水）
　　　午後６時 30分～午後８時
　　③ 11月 15日（木）
　　　午前 10時 15分～午前 11時 45分
　　④ 11月 15日（木）
　　　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

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　11月30日（金）～12月11日（火）
　　　　　※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　�55 歳以上でハローワークに求職

登録し、就職を希望されている
方で全日程出席できる方

定　　員　10人
受　　　　　　講　　　　　　料　無料（交通費、昼食代は自己負担）
申込締切　11月８日（木）
問・申�日建学院　水戸校
　　　☎�０２９－３０５－５４３３
　　　FAX �０２９－２４１－５１２８

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

問���（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　鹿行センター（神栖市）
　　☎０２９９－９２－８８８８

▶パーティー情報は…
　ホームページでご確認ください。

「おめでとうございます！」
行方市地域結婚支援者等「チーム
OSK」（以下「チームOSK」）のおせっか
いが、実を結びました！
昨年度の結婚相談会をご縁に、「チームOSK」が
支援した方がご成婚されました！
お二人の幸せを、心からお祈りします。

期　　日　12月２日（日）
時　　間　午後１時～午後４時 30分
場　　所　�土浦市勤労者総合福祉センター

（ワークヒル土浦）２階会議室
　　　　　（土浦市木田余 4-1-1）
内　　容
▶第一部：講演
　①リハビリの意義・再発見
　　　筑波学園病院リウマチ膠原病内科
　　　　　　　　　　　　　深谷�進司先生
　②手指の変形について知ろう
　　　筑波学園病院リハビリテーション科
　　　　　　　作業療法士　内海�裕之先生
　③もっと健康でアクティブな生活のために
　　（運動実演含む）
　　　筑波学園病院リハビリテーション科
　　　　　　　理学療法士　下村�哲志先生
▶第二部：ディスカッション
▶療養相談会（希望者 /個別）
参　　　　　加　　　　　費　無料（申込不要）
問・申�公益社団法人日本リウマチ友の会
　　��茨城支部　會澤
　　��☎０２９７－５８－５０７５

リウマチ教室
公開講座（医療講演会・療養相談会）

第 13回行方市バスケットボール大会
期　　日　11月 23日（金・祝）
時　　間　午前８時 30分開会
場　　所　北浦運動場体育館
参加資格　�高校生以上の市内在住・在勤者
参　　　　　加　　　　　費　1チーム2,000円（大会当日納入）
申込締切　11月９日（金）
※�申込書は、麻生・北浦・玉造運動場でも提
出できます。

第13回行方市混合バレーボール大会
期　　日　12月 16日（日）
時　　間　午前８時 30分開会
場　　所　麻生運動場体育館
参加資格　�市内在住・在勤者
　　　　　（生徒・学生を除く）
参　　　　　加　　　　　費　1チーム 3,000 円
　　　　　（代表者会議時納入）
申込締切　11月 22日（木）
代表者会議　�11月 27日（火）午後７時 30分～

北浦運動場体育館２階会議室

　「歳末たすけあい事業」は、新たな年を迎
える時期に、支援を必要とする人たちが地
域で安心して暮らすことができるよう、シ
ルバー人材センターを通して、さまざまな
福祉活動を展開するものです。
対　　　　　象　　　　　者
　障害者（身体・精神・知的）世帯の方
　　①一人暮らし世帯
　　②�世帯構成員が全て障害のある世帯（同

敷地内で別居の場合、同一世帯とし
ます）

　　③�世帯主および配偶者が障害者で、お
子さんが全て 18歳未満の世帯

内　　容
　この事業で実施するサービスは次のとお
りとし、１世帯１種類とします。
　①�草抜き・草刈り（家の出入りするところのみ）
　②掃除（居間の簡単な掃除）
　③窓ガラス掃除（１階のみの内側・外側）
　④�障子貼り（４枚まで無料。日常生活し
ている居間の障子）

　⑤網戸の張り替え（４枚まで無料）
　⑥�廃棄物の処理（不要品を美化センター
へ運搬。ただし、１件につき、軽トラッ
ク１台まで。美化センターに搬入でき
る物のみ）

申込方法　�住所・電話番号・氏名・希望するサー
ビスを、電話または FAX・郵送に
て下記までお申し込みください。

申込期限　11月 21日（水）
問・申�行方市社会福祉協議会
　　　〒 311-3512 行方市玉造甲 403
　　☎ 0299-36-2020 FAX 0299-55-4545
���������行方市社会福祉協議会麻生出張所
　　　〒 311-3832 行方市麻生 2744-23
　　☎ 0299-80-6661 FAX 0299-80-6662

歳末たすけあい事業のご案内


