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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。

第 19 回未来に残そう青い海
海上保安庁図画コンクール作品展示

　当コンクールに応募いただいた、行方市お
よび鹿嶋市の児童生徒の皆さんの作品 80 点
を展示します。
期　　日　12月７日（金）～ 12月９日（日）
※�行方市立北浦中学校、鹿嶋市立鹿島中学
校・鹿野中学校・波野小学校・中野東小学
校の応募作品
場　　所　ショッピングセンターチェリオ
　　　　　２階ハピネス前通路
　　　　　（鹿嶋市宮中 290-1）
問�鹿島海上保安署  ☎０２９９－９２－２６０１

◆ 12月 27日（木）
　行方市役所麻生庁舎　10：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　　　13：00 ～ 16：00
　※骨髄ドナー登録会も実施します。
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）現在の償却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。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、よろしくお願い
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

自動車税のお知らせ

　自動車税は、毎年４月１日現在の登録上の
所有者（割賦販売の場合は使用者）に課税さ
れる税金です。
　自動車を譲渡した場合や住所を変更した
場合は、運輸支局で登録変更手続きが必要で
すので、お心当たりの方は至急手続きをして
ください。
　手続きが未了の場合、名義人に納税の義務
が発生し続けることになり、滞納している場
合は処分の対象となりますので、ご注意くだ
さい。
　ご不明な点は、お問い合わせください。
▶登録変更
　問 茨城運輸支局　☎ 050-5540-2017
▶自動車税
　問 行方県税事務所収税課  ☎ 0299-72-0482
▶茨城県（税金）のホームページ
　 URL �http://www.pref.ibaraki.jp/kurasu/

zeikin/index.html

年末恒例
歳末漁師市となめがた横丁商店街

　寒曳
び

きによる新鮮なワカサギ、シラウオを
はじめとする湖の幸の漁師直売会です。
　年間 60 品目以上生産される行方市の野菜
の直売や、郷土の恵みを生かした商品なども
販売します。
期　　日　12 月 28 日（金）・29 日（土）
時　　間　午前９時～午後３時 30 分
　　　　　（29 日は午後３時終了）
場　　所　道の駅たまつくり（玉造甲 1963-5）
問 農林水産課 6 次産業推進室
　 ☎０２９１－３５－２１１４

　蓮城院虚空蔵菩薩ご宝前にて
護摩祈とう後、麻生陣屋通り商
店街から麻生藩家老屋敷までを
行列していただきます。
期　　日　2月17日（日）※小雨決行
会　　場　蓮城院（麻生 1122-1）
費　　用　8,000 円
　　　　　（�稚児貸衣装、草履、足袋、着付け等）
募集人数　20人�※先着順、定員になり次第締切
募集年齢　５歳から７歳までの男女
申込方法　下記までご連絡ください。
申込締切　１月 31日（木）
○�お稚児さんとは、虚空蔵菩薩様のご加護を受け、
お子さまの心豊かなる成長と幸福を願い、装束を

身に着けて参加していただくものです。
問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

第７回行方の雛まつり「稚児行列とテント市」
お稚児さん募集

期　　日　12月 18日、25日、
　　　　　１月８日、15日、22日、29日
　　　　　（火曜日　全６回）
時　　間　午後７時～午後９時
場　　所　麻生公民館 1階会議室
受　　　　　講　　　　　呂料　1,000 円
持　　　　　ち　　　　　物　裁縫道具
募集人数　10人（先着順）
申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

第７回行方の雛まつり
市民向け　つるし雛手作り教室 出演・観覧者募集　なめがたエリアテレビ

「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

　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　12 月 27 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　12 月 17 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

参加者募集
行方市書き初め大会

　年明けと共に、新たな気持ちで書をしたた
めましょう。
期　　日　１月５日（土）
時　　間　午後１時～午後４時
場　　所　麻生公民館
対　　象　市内小・中学生および一般の方
申込方法　下記までお申し込みください。
申込締切　12 月 11 日（火）
※�書道用具（すずり・筆・下敷き・文鎮）を

お持ちください。墨・用紙は公民館で用意
します。

※題目は当日お知らせします。
問・申�麻生公民館　☎０２９９－７２－１５７３

　「２つのことを同時に行う」「左右で違う動
きをする」といった慣れない動きで、脳を適
度に混乱させ、認知機能の低下を予防するプ
ログラムです。笑顔やコミュニケーションが
生まれ、楽しく続けられるのが特徴です。
期　　日　１月８日～３月 26日
　　　　　（毎週火曜日、全 12回コース）
時　　間　午後２時～午後３時 30分
対　　象　�市内在住の65歳以上で運動が可能

な方、自分で会場まで来られる方、
教室のほぼ全てに参加できる方

募集人数　30人（定員になり次第締切）
場　　所　天王崎観光交流センターコテラス
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　下記まで電話でお申込みください。
申込締切　12月 25日（火）
内　　容　�脳活性化・認知機能向上プログラム

のシナプソロジーおよび運動教室
講　　師　Rise�total�support　所圭吾先生
持　　　　　ち　　　　　物　�筆記用具、タオル、飲み物（水分

補給）、室内用シューズ
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。
問・申��地域包括支援センター（玉造保健セン

ター内）☎０２９９－５５－０１１４

受講生募集
脳スッキリ・体シャッキリ教室 読書感想文を募集します

　本との出会いを通して、想像力豊かな人
間性・表現力を養い、併せて読書意欲の高揚、
読書活動の推進を図ることを目的として、読
書感想文を募集します。
対　　象　小学生・中学生および一般の方
　　　　　（１人１点）
　　　　　※市内在住・在勤・在学の方。
　　　　　　中学生は１年生と２年生を対象とします。
規　　定　本の題名・種別は自由
　　　　　400字詰め原稿用紙３枚以内
　　　　　（�小学生は240字詰め原稿用紙　

3枚以内）
募集締切　１月 11日（金）
提　　　　　出　　　　　　先　�小学生、中学生は各学校へ提出。

一般の方は市立図書館へお持ち
ください。

表　　　　　彰　　　　式　２月 23日（土）午後２時～
　　　　　玉造公民館
問・申�市立図書館（玉造乙 1175）
　　��☎０２９９－５５－１４９５

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　１月 21 日（月）～２月 15 日（金）
試　　　験　　　日　２月 22 日（金）
○１月 27 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



参加者募集！ ☆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

 ざ・飲み会♪　48 ～ 59 歳！
日　　時　１月 19日（土）18：00～
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　48～ 59歳の独身男女各 6人
　　　　　※応募者多数は抽選
申込期間　12月 18日（火）～１月４日（金）
　　　　　（�12/29 ～ 1/3 は閉庁。メール受付のみ可能）
申込方法　�下記までお申し込みください。

行方市・土浦市・かすみがうら市共催

 恋する♥イルミネーション
～湖畔で新しい出会いを見つけてみませんか？～
日　　時　１月 27日（日）13：30～
場　　所　霞浦の湯（土浦市大岩田 255）
対　　象　39歳以下の独身男女各 20人
　　　　　（�男性は行方市・土浦市・かすみがうら市

在住に限る）※応募者多数は抽選
申込期間　12月 26日（水）～１月９日（水）
　　　　　（�12/29 ～ 1/3 は閉庁。メール受付のみ可能）
申込方法　�下記までお申し込みください。

問���（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　☎０２９－２２４－８８８８

▶パーティー情報は…
　ホームページでご確認ください

問・申�
企画政策課�定住・企業誘致グループ
☎０２９９－７２－０８１１（内線 232）

▶こちらのQRコードからもお申し込みできます

「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

期　　日　２月 16日（土）
時　　間　 午後１時～午後４時
場　　所　筑波大学附属病院��けやきプラザ
定　　員　100人（先着順）
参　　　　　加　　　　　費　無料
内　　容　①講演会
　　　　　　�気管支喘息、食物アレルギー、

アトピー性皮膚炎など
　　　　　②医師によるアレルギー相談会
　　　　　③�ミニレクチャー、体験コーナー

（エピペン使用方法など）
申込方法　�茨城県保健福祉部疾病対策課HP

をご覧ください。
　 URL �http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/

yobo/shitpei/yobo/nanbyo/taisaku/
index.html

問�筑波大学附属病院　患者サービス課
　�☎０２９－８５３－５６７３
　�または、茨城県保健福祉部疾病対策課
　�☎０２９－３０１－３２２０

茨城県疾病対策課からのお知らせ
アレルギー疾患住民向け講演会

期　　日　12月 26日（水）
時　　間　 午後２時～午後４時
　　　　　（受付：午後１時 30 分～）
場　　所　鹿嶋勤労文化会館 1階ホール
　　　　　（鹿嶋市宮中 325-1）
座　　長　鹿島病院�院長　高濱浩輔先生
内　　容
講話「�災害時の認知症支援とDPAT 活動につ

いて」
講師　国立大学法人筑波大学　医学医療系准教授
　　　災害・地域精神医学（茨城県寄付研究部門）
　　　茨城県こころの医療センター
　　　　地域・災害支援部長・室長
　　　　　　　　精神科医　高橋��晶先生
講師　鹿島病院　精神科医　関根��彩先生
※�講演の後にディスカッションを予定してい
ます。
対　　象　�認知症高齢者に関わる方々、一般

の方（※一般の方は申込不要）
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　12月 14日（金）
問・申��公益財団法人�鹿島病院　認知症疾患

医療センター事務局
　　　�☎０２９９－８２－１２７１（代表）

公益財団法人 鹿島病院
認知症疾患医療センター研修会・講演会

スキー教室（苗場スキー場）
期　　日　1月 18日（金）～１月 20日（日）
集合・出発時間　１月 18日（金）
　　　　　　　　午後 7時 30分（1.5 泊）
集合場所　玉造 B&G海洋センター
対　　象　市内在住・在勤者
　　　　　（中学生以下は保護者同伴）
人　　数　40人（定員になり次第締切）
場　　所　苗場スキー場（新潟県）
宿泊場所　新潟県魚沼郡三国 284
　　　　　「三国屋旅館」☎ 0257-89-2034
参　　　　　　加　　　　　　費　一　般　25,000 円
　　　　　小学生　20,000 円　
※�宿泊代・バス代・リフト代２日分も含みます。出
発日に納入してください。

その他の費用　�昼食代２回および夕食代１回、レ
ンタルスキー料金２日間で、約
3,000 円が個人負担となります。

申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話番号、
勤務先（学校名）、スキー板の有
無（レンタル希望の方は、身長・
靴サイズ）を明記して、はがきま
たは FAXでお申し込みください。

申込締切　12月 25日（火）
※スノーボードでの参加はできません。

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

スキー教室（安比高原スキー場）
期　　日　２月８日（金）～２月 10日（日）
集合・出発時間　２月８日（金）
　　　　　　　　午後９時 30分（１泊）
集合場所　玉造 B&G海洋センター
対　　象　市内在住・在勤者
　　　　　（中学生以下は保護者同伴）
　　　　　スキー経験初級者以上の方のみ
人　　数　40人（定員になり次第締切）
場　　所　安比高原スキー場（岩手県）
宿泊場所　岩手県二戸郡安代町字細野 464-6
　　　　　「民宿いろり」☎ 0195-72-5150
参　　　　　　加　　　　　　費　一　般　25,000 円
　　　　　小学生　20,000 円　
※�宿泊代・バス代・リフト代２日分も含みます。出
発日に納入してください。

その他の費用　�昼食代２回および夕食代１回、レ
ンタルスキー料金２日間で、約
6,000 円が個人負担となります。

申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話番号、
勤務先（学校名）、スキー板の有
無（レンタル希望の方は、スキー
場でのレンタルとなります）を明
記して、お申し込みください。

申込締切　１月 25日（金）
※スノーボードでの参加はできません。
※�希望者数が少ない場合は、自家用車乗り合
わせに変更となる場合があります。

NPO 法人霞ヶ浦アカデミーからのお知らせ
親子で環境学習「葦

あ し

船をつくろう」
　日本最古の舟といわれる葦

あし

舟をつくり、乗ってみます。
　葦舟の材料の葦を刈ることで、葦原が整備され、生き物のすみか・隠れ家・産卵場となり
ます。舟を作って遊びながら、環境保全になる活動です。
期　　日　12月 16日（日）、1月 20日（日）・2月 17日（日）（全３回）
時　　間　午前９時 30分～正午
集合場所　道の駅たまつくり（玉造甲 1963-5）
講　　師　森保文さん（国立環境研究所）、菊地章雄さん（茨城大学社会連携センター）
参　　　　　加　　　　　費　無料　　持　　　　　ち　　　　　物　汚れても良い服装、鎌（初回のみ）、軍手
対　　象　小学生と保護者
申込方法　https://peatix.com/event/435339/view
問�NPO法人霞ヶ浦アカデミー事務局（菊地）
　�☎０８０－６６０７－１３０９　 E-mail  seisyunbatake@gmail.com

期　　日　１月 16日（水）～１月 18日（金）
時　　間　午前 10時～午後４時 30分
場　　所　鹿嶋市シルバー人材センター
　　　　　（鹿嶋市大字平井 1350-45）
講習内容　�介護の基礎知識習得と介護施設内

清掃の知識や技能を身に付け、介
護施設清掃業務での就業を目指す

対　　象　①�シルバー人材センター会員ま
たは満 60歳以上でシルバー人
材センターの会員になって就
業できる方

　　　　　�②全日程参加可能な方
定　　員　10人　※選考有り
受　　　　　　講　　　　　料　無料
申込締切　12月 28日（金）
申込方法　�下記窓口にて、所定の申込書で

お申し込みください。
問・申�行方市シルバー人材センター
　　　☎０２９９－８０－６８１８

高齢者の就業を支援します　受講者募集
介護施設清掃スタッフ講習

財務省関東財務局
水戸財務事務所へご相談を！

一人で悩まず、ご相談ください（無料）。
○�高齢者を狙った詐欺的な投資勧誘（未公開
株、社債、ファンド）
○�「プリペイドカードを買ってきて」「番号
を教えろ」は詐欺
　☎０２９－２２１－３１９５
　（月～金8：30～ 12：00／ 13：00～ 17：00・祝祭日を除く）
○借金の悩み、一人で抱えていませんか？
　☎０２９－２２１－３１９０
　（月～金8：30～ 12：00／ 13：00～ 16：30・祝祭日を除く）

　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　２月 28日まで
　　　　　第２回　３月 17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 31 年度４月入学生（第１学期生）募集


