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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。

鹿行地方文化講演会

　鹿行文化財保護連絡協議会および鹿行地
方文化研究会主催の講演会を開催します。
期　　日　２月２日（土）
時　　間　午後１時 30 分～午後４時
場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター
　　　　　３階　講義室
参　　　　　加　　　　　費　無料
定　　員　100 人
テ　　　　　ー　　　　　マ　「鹿行における天狗党の動向」
内　　容　鹿行５市の代表によるシンポジウム
※申込不要。直接ご来場ください。
問 生涯学習課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

　110 番は、事件や事故にあったり、見た
ときに、警察に対して緊急の通報をするた
めのものです。
　緊急を要さない電話は、相談専用ダイヤ
ル、警察署におかけください。
　携帯電話から 110 番通報するときは、現
場近くの目標物（コンビニエンスストア、病
院、学校など）の名称（店舗名）などを伝
えてください。

相談専用ダイヤル（♯ 9110 ）
問 行方警察署　☎０２９９－７２－０１１０

1 月 10 日は「110 番」の日です
｢安心を つなぐダイヤル 110 番｣

　３月 23 日（土）～ 25 日（月）の２泊
３日の日程で、フジドリームエアラインズ

（FDA）による「茨城－与那国島・宮古島」
を結ぶチャーター便が運航されます。
　与那国島では、ミステリアスな「与那国海
底遺跡」をグラスボートから見学することが
できます。また、宮古島では、透明できれい
な「宮古ブルー」と呼ばれる美しい海を満喫
することができます。
　この機会にぜひ、茨城空港から与那国島・
宮古島への旅をお楽しみください。
▶詳しくは
URL  http://www.ibaraki-airport.net/news/

yonaguni201903.html
問 茨城空港利用促進等協議会事務局
　（茨城県政策企画部交通局空港対策課内）
　☎０２９－３０１－２７６１

茨城空港からチャーター便運航
与那国島・宮古島へ

麻生親子茶道教室主催
「子ども茶会」のご案内

　麻生親子茶道教室（文化庁伝統文化親子教
室事業）主催の子ども茶会を開催します。
　市内在住の小・中学生、認定こども園のぞ
み年長児によるお茶席もあります。
　今年は「行方の雛まつり」のイベントとし
て参加します。麻生公民館のおひなさまと共
に、皆さまのご来場をお待ちしています。
期　　日　２月３日（日）
時　　間　午前 10 時～午後１時
場　　所　麻生公民館　和室・ロビー
参　　　加　　　費　200 円
問 生涯学習課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

　地域の方、市役所や学校、各施設・事業所
の防災担当者が集まり、防災について最新の
情報を交換したり、研修したりする機会とし
て講演会を開催します。
期　　日　１月 23 日（水）
時　　間　午後２時～午後４時
場　　所　レイクエコー　多目的ホール
　　　　　（宇崎 1389）
内　　容　

【実践発表】市立玉造中学校の取り組み
【講　　演】
　「 災害時の多様性への配慮と安全な地域づ

くり」
　静岡大学教育学部・同防災総合センター

教授　池田 恵子氏　
参　　　加　　　費　無料
定　　員　300 人
申込期限　１月 11 日（金）
申込方法　 下記までお申し込みください。
問・申  レイクエコー（茨城県鹿行生涯学習セ

ンター・茨城県女性プラザ）
　　  ☎０２９９－７３－３８７７

地域防災をみんなで考えてみませんか！
防災講演会

　特定の産業に従事する労働者とその使用
者に適用される最低賃金が、下記一覧表のと
おり改正決定されました。
　使用者と労働者が合意し「特定最低賃金
額」未満の賃金で労働契約を結んでも、その
賃金は無効とされ「特定最低賃金」が適用さ
れます。
　なお、次の①から③に掲げる者等について
は、特定最低賃金の適用が除外され、茨城県
最低賃金（時間額 822 円）が適用されます。
① 18 歳未満または 65 歳以上の者
② 雇入れ後６月未満の者であって、技能習得

中のもの
③清掃、片付けの業務に主として従事する者

茨城県の特定最低賃金
特定最低賃金名 時間額

鉄鋼業 916 円
はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業 880 円

計量器・測定器・分析機器・試
験機・理化学機械器具、医療用
機械器具・医療用品、光学機械
器具・レンズ、電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部
分品製造業

877 円

各種商品小売業 849 円

効力発生日：平成 30年１２月３１日
問 茨城労働局賃金室　☎０２９－２２４－６２１６
　  または最寄りの労働基準監督署

茨城県の特定最低賃金改正
～もうチェックした？最低賃金！使用者も労働者も。～

　市では、毎月「こころの健康相談」を実施
しています。
　人間関係・ひきこもり・こころの病気の心
配など、ひとりで悩まずにご相談ください。

場所 時間 日程

北浦保健
センター

午後 1 時
～午後４時

１月 23 日（水）
２月 20 日（水）
３月 20 日（水）

対　　象　・ こころの問題を抱えるご本人、
ご家族（ご家族のみの相談も可）

　　　　　・ 自分や家族のこと、人間関係な
どで悩んでいる方など

内　　容　 精神保健福祉士による個別相談。
相談は無料。相談内容は一切もら
しません。

申込方法　 前もって予約が必要です。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

こころの健康相談のご案内

　成人、小児、乳児を対象にした心肺蘇生法、
AED の使用法その他の応急手当を習得でき
ます（実技中心になります）。
期　　日　２月 23 日（土）
　　　　　午前 9 時受付開始
時　　間　午前 9 時 30 分～午後 6 時 30 分
場　　所　北浦公民館　２階　会議室
対　　象　 行方市・潮来市・鉾田市に在住・

在勤・在学の方
定　　員　20 人　※定員になり次第締切
申込方法　 ２月４日（月）午前９時から消防

本部警防課で受付を開始します。
メールでも受け付けています。

そ　　　　　　の　　　　　他　 参加費無料。食事は各自で用意。
軽装（運動のできる服装）。筆記
用具持参。技能習得受講者には
修了証を交付。

※ 個人のほか、事業所・PTA・自治区など、
団体の申し込みも受け付けています。

問・申 鹿行広域事務組合消防本部　警防課
　　　☎０２９１－３４－８１１９
　　 E-mail rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

平成 30 年度第２回
上級救命講習会

全国パーキンソン病友の会茨城県支部
第４回鹿行地区患者・家族のミニ交流会
期　　日　１月 19 日（土）
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　研修室１
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 全国パーキンソン病友の会茨城県支部
　　　則

のりすえ
末　☎０２９９－８３－０１６２

　　　　　　携帯０８０－６５０６－０１６２

期　　日　１月 23 日（水）～１月 25 日（金）
時　　間　午前 10 時～午後４時
場　　所　鹿嶋勤労文化会館会議室
　　　　　（鹿嶋市大字宮中 325-1）
講習内容　 スーパーマーケット、ホームセン

ターなど、流通分野に関する基礎
知識や接遇を学び、店舗補助業務
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 歳以上の入会希望者
で、就業希望の方

　　　　　 ②全日程参加可能な方
※ 講習は、原則、シルバー人材センターの

会員になって就業できる方が対象
定　　員　10 人　※選考有り
受　　　　　　講　　　　　料　無料
申込締切　１月 10 日（木）※延長の場合あり

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
店舗業務補助スタッフ講習



☆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

 であイバ ! 本気（マジ）de ふれあい Party
期　　日　２月２日（土）
場　　所　茨城県三の丸庁舎　３階　Ａ会議室
①【42～ 49歳　独身男女対象】
　　時間　16：00 ～ 17：00（受付 15：45 ～）
②【37～ 44歳　独身男女対象】
　　時間　18：00 ～ 19：00（受付 17：45 ～）
受付期間　１月４日（金）～１月 18 日（金）
募集人数　男女各 15 人※応募者多数は抽選
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
申込期限　１月９日（水）
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

▶その他パーティー情報は…
　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

　市民のスポーツ・レクリエーション活動を
推進するため、市立小・中学校体育施設を開
放しています。平成 31 年度の利用を希望す
る団体は、下記によりお申し込みください。
対　　象　① 市内に在住在勤する 10 人以上

で構成する団体
　　　　　② スポーツ安全保険に加入して

いる団体
開放施設　 市立小・中学校の体育館およびグ

ラウンド、旧津澄小体育館
開放時間　

施設等 開放日 開放時間

体育館
土・日曜、祝日等 9：00 ～ 22：00

平日 18：00 ～ 22：00
校　庭 土・日曜、祝日等 9：00 ～ 17：00

申込締切　１月 31 日（木）
申込方法
麻生地区（麻生小・麻生東小・麻生中）

→玉造運動場
北浦地区（北浦小・北浦中・旧津澄小）

→北浦運動場
玉造地区（玉造小・玉造中）　 →玉造運動場
※ 申請書は、玉造運動場と北浦運動場に備えて

あります（FAX による提出は不可）。
※ 利用調整会議を２月 13 日（水）午後７時か

ら、北浦公民館１階講義室で開催します。団
体の代表者は出席をお願いします。

問・申 北浦運動場　☎０２９１－３５－２１２０
        玉造運動場　☎０２９９－５５－３２１１

小・中学校体育施設の
開放受付を開始します

　市では、障害のある方と市民との交流を深
めることを目的に、障害者スポーツ大会を開
催します。
　経験者の方も、これからフライングディス
クをしてみたい初心者の方も大歓迎です。
期　　日　３月２日（土）
時　　間　 午後０時 30 分～午後３時
場　　所　北浦運動場　体育館
対　　象　市内在住・在勤の方
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込期間　１月７日（月）～１月 31 日（木）
申込方法　 電話または直接窓口でお申し込

みください。
※ 当日は、運動ができる服装でご参加ください。
※ ボランティアとして参加希望の方も、下記ま

でご連絡ください。
問・申 社会福祉課（玉造庁舎）
　　　☎０２９９－５５－０１１１

障害のある方と一緒にスポーツを楽しみましょう！
フライングディスク　アキュラシー競技

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　１月 25 日（金）
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　１月 15 日（火）
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

毎日通学できない方でも
学べる通信制（単位制）！
受付期間
■一般入学（新入学）
　３月 13 日（水）～３月 26 日（火）
■編入学・転入学
　３月６日（水）～３月 11 日（月）
※土・日・祝日を除く。
■応募資格
○ 一般入学は、中学校もしくはこれに準ず

る学校を卒業または平成 31 年３月卒業見
込みの者

○ 編入学は、高校等に在学していたが、現
在退学していて、18 単位以上を修得して
いる者

○ 転入学は、現在高校に在籍していて、18
単位以上修得する見込みがあり、正当な
理由がある者

（ただし、いずれも茨城県内に住所を有する
者または茨城県の隣接県内に住所を有し、茨
城県内に勤務地がある者）
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 茨城県立水戸南高等学校（通信制）
　〒 310-0804 水戸市白梅 2-10-10
　☎０２９－２４７－４２８４（通信制職員室）
　 URL  http://www.mitominami-h.ibk.

ed.jp/

茨城県立水戸南高等学校通信制課程
平成 31 年度　生徒募集

「かしま灘楽習塾」
生涯学習　塾生募集

♪行方市民の皆さんも
一緒に楽しみながら学びませんか♪

期　　間　本年４月～翌年３月（１年間）
講座内容　 118 講座あり。詳細は、鹿嶋市

まちづくり市民センター、鹿嶋市
役所社会教育課、大野ふれあいセ
ンターなどにあるパンフレットや
ホームページをご覧ください。

費　　用　月１回講座　  6,500 円 / 年
　　　　　月２回講座　12,000 円 / 年
　　　　　※その他経費は実費
申込期間　 １月 15 日（火）

～２月 24 日（日）正午
▶公開講座　受講生募集！
内　容　「 私の野球人生『野球から学んだこと』」
　　　　　新日鐵住金鹿島硬式野球部監督

　　　中島彰一氏
期　日　１月 27 日（日）
時　間　午前 10 時～午前 11 時 30 分
場　所　鹿嶋市まちづくり市民センター
　　　　３階　講義室
参加費　学生 200 円　一般 500 円
対　象　 どなたでも興味のある方
　　　　　（定員 110 人）
※ １月 21 日（月）までに、下記まで FAX

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 FAX 0299-85-2602
　　 URL  http://www.nadajuku.com/無料電話相談

全国一斉生活保護 110 番
期　　日　１月 27 日（日）
時　　間　午前 10 時～午後４時
相談方法　司法書士による電話相談
　　　　　（事前予約不要）
電話番号　０１２０－０５２－０８８ 
　　　　　（全国共通・通話料無料）
相談内容　 生活保護に関すること
　　　　　（相談無料・秘密厳守）
※ 本相談会は、同一日に全国共通のフリーダイヤル

にて、全国の司法書士が相談に応じるという大規
模なものです。電話による法的助言にとどまらず、
希望に応じて相談者の地元にいる司法書士を紹介
し、継続的な支援を行っていきます。
問 茨城青年司法書士協議会
　 ☎０２９１－３２－２６４６なめがた大使　奈良崎正明さん

期　　日　１月 13 日（日）
時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
場　　所　茨城県霞ケ浦環境科学センター
　　　　　（土浦市沖宿町 1853）
講　　師　沼澤　篤氏
　　　　　（元茨城大学教育学部特任教授）
参　　　　　　加　　　　　　費　無料
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 茨城県霞ケ浦環境科学センター
　 ☎０２９－８２８－０９６２

霞ヶ浦学講座　第５期第 11 講
「霞ヶ浦の景観と生物多様性」

航空科学博物館イベントのお知らせ
航空アート展

期　　間　３月 24 日（日）まで
場　　所　 航空科学博物館２階　展示室
　　　　　（千葉県山武郡芝山町岩山 111-3）
費　　用　入館料のみ
内　　容　 航空をテーマとしたアート作品

を紹介します。今回は、出版社と
のコラボ企画として「ヒコーキ
写真テクニック 2018 夏号」フォ
トコンテストの受賞作品を展示
します。皆さんでお出かけくだ
さい。

問 航空科学博物館  ☎０４７９－７８－０５５７
　　開館時間：午前 10 時～午後５時
　　休館日：月曜日（祝日の場合翌日）


