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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。

◆２月 13 日（水）9：45 ～ 11：00
　なめがたファーマーズヴィレッジ
◆２月 18 日（月）9：30 ～ 11：00
　行方市役所玉造庁舎
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

　この月間運動は、相続登記に関する相談を
各司法書士事務所において無料で実施する
ものです。
期　　間　 平成 31 年２月の１カ月間
　　　　　（土・日・祝日を除く）
相談内容　相続登記に関する相談
受付および実施場所　県内の各司法書士事務所
※ お申し込みは、各司法書士事務所までお願

いします（要事前予約）。
問 茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

「相続登記はお済みですか月間」

農場見学＆就農研修会 in 鹿行（鉾田市・行方市）
参加者募集

　「農業を始めたい方」「農業法人等に就職し
たい方」「農業に関心のある方」のための農
場見学および就農相談会を開催します。
期　　日　２月 17 日（日）
時　　間　午前９時～午後５時（予定）
開催場所　鉾田市・行方市
内　　容　 農場の見学や農業体験等の実施

および就農・就職相談会
集合場所
　公共交通　ＪＲ石岡駅　8：30
　自家用車　空のえき「そ・ら・ら」9：00
　※移動は貸切バス利用
募集人数　30 人（先着順）
料　　金　無料（昼食代各自負担）
申込方法　下記までお申込みください。
問・申 公益社団法人茨城県農林振興公社
　　   ☎０２９－３５０－８６８６

自殺対策講演会

　日本において、毎年２万人以上の方が自殺
しており、決して他人事ではない状況です。
　自分自身、そして大切な人のいのちを守る
ためにできることを学びませんか？
期　　日　２月 19 日（火）
時　　間　午後２時～午後３時 30 分
　　　　　（受付：午後１時 30 分～）
場　　所　北浦公民館　２階会議室
内　　容
　講演会
　「見逃さないで！こころのＳＯＳ
　 ～ あなたとあなたの大切な人の命を守るために ～」
　講　師　筑波大学教授　高橋祥友先生
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　 ２月 15 日（金）までに、下記ま

で電話でお申し込みください。
　　　　　※定員になり次第締切
問・申 社会福祉課（玉造庁舎）
　　　☎０２９９－５５－０１１１

「プロのアナウンサーから学ぶワクワク
する音読の秘密」受講生募集

　読み聞かせに興味のある方、お子さんと一
緒に絵本を楽しみたい方、ボランティアをし
てみたい方…。一緒に学んでみませんか。
講　　師　鈴木もえみ先生
　　　　　（ フリーアナウンサー：元フジテレビ「ひ

らけ！ポンキッキ」8 代目お姉さん）

期　　日　３月９日（土）、３月 16 日（土）
時　　間　午後１時～午後３時
場　　所　市立図書館　２階学習室
参　　　　　加　　　　　費　無料
募集人数　20 人程度
申込方法　 ２月 28 日（木）までに、下記ま

で電話または FAX でお申し込み
ください。

問・申 市立図書館（玉造乙 1175）
　　　　☎０２９９－５５－１４９５
　　　FAX０２９９－５５－３４５２

　ＩＴに興味のある方、技術を身に付けた
い方は、ぜひご参加ください。
期　　日　 ２月 23 日（土）
　　　　　午前の部　午前９時 30 分～正午
　　　　　午後の部　午後１時 30 分～午後４時
場　　所　 茨城県立産業技術短期大学校
　　　　　（水戸市下大野町 6342）
内　　容　 学校見学や体験授業
対　　象　 ＩＴに関心をお持ちの高校生お

よび保護者など
申込締切　 開催日の前日まで
問・申 茨城県立産業技術短期大学校
　　　☎０２９－２６９－５５００
　　　 URL  http://www.ibaraki-it.ac.jp

目指せ！ＩＴのプロフェッショナル
県立ＩＴ短大オープンキャンパス 2018

■攻めのダイバーシティ経営戦略セミナー
　人材を集めたい事業主の皆さまへのセミ
ナー（無料）。少子化や若い世代の都市部へ
の流出などにより労働人口の減少が進み、ま
た大介護時代を迎える今、これまでの無制約
的な働き方ができる人材だけでは事業運営
は成り立たなくなります。このセミナーを機
に事業基盤を盤石なものとしてください。
　期　日　２月 12 日（火）
　時　間　午後１時 30 分～午後４時
　場　所　鹿嶋市商工会館
　　　　　（鹿嶋市宮中 2-1-34）
■ウェルカム 65 オーバー

生涯現役応援企業合同面接会
　ハローワーク常陸鹿嶋管内では初めて、
60 歳以上のお仕事をお探しの方を対象に、
ハローワーク常陸鹿嶋・銚子・佐原合同で面
接会を開催します。
　期　日　２月 22 日（金）
　時　間　午後２時～午後４時
　場　所　神栖市保健福祉会館　研修室
　　　　　（神栖市溝口 1746-1）
問 ハローワーク常陸鹿嶋　求人学卒部門
　 ☎０２９９－８８－２０７４

ハローワーク常陸鹿嶋からのお知らせ

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　２月 18 日（月）～３月８日（金）
試　　　験　　　日　３月 14 日（木）
○２月 24 日（日）・３月３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

第 30 回
鹿島吹奏楽団　記念演奏会

期　　日　２月 24 日（日）
時　　間　午後２時開演
　　　　　（午後１時 30 分開場）
場　　所　鹿嶋勤労文化会館　ホール
入　　　　　場　　　　　　料　無料
演　 　　　　奏　　 　　　 曲　 鹿島吹奏楽団　第 30 回記念演奏

会委嘱作品（石毛里佳）
　　　　　 管弦楽組曲「第六の幸福をもた

らす宿」(M. アーノルド )
　　　　　 日本民謡による幻想曲　砂山の

主題による（S.R. ヘイゾ）　他
問 鹿島吹奏楽団　団長　清水 哲人
　 ☎０９０－７２４０－９６０７

　開館 30 周年を迎えた茨城県近代美術館の
コレクションから、横山大観「流燈」はじめ、
スター級の名品約百点を一堂に展示します。
開催期間　２月９日（土）～３月 24 日（日）
　　　　　　※ ２月 12 日（火）は休館。
　　　　　　　 水戸の梅まつり期間［２月 16 日（土）～］

は無休。
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

「茨城県近代美術館名品展　ザ・ベスト
モネ、ルノワール、大観から靉

あ い お う

嘔まで」

横山大観
「流燈」1909 年

オーギュスト・ルノワール
「マドモワゼル・フランソワ」1917 年

第７回　行方の雛まつり
出会いに感動！なめがた町歩き

◆稚児行列とテント市
　期日　２月 17 日（日）
　〇稚児行列
　　場所：蓮城院（麻生 1122-1）
　　出発：午前 11 時
　　＊ 護摩祈とう後、蓮城院を出発し、麻生

陣屋通り商店街から麻生藩家老屋敷記
念館まで行列します。

　　＊ 今回の稚児行列の写真を募集します。
実行委員会で選出された最優秀作品は、
次年度のポスターに使用させていただ
きます。

　〇テント市
　　場所：麻生陣屋通り商店街
　　時間：午前９時～午後２時
　　＊ 行方商業協同組合から草餅・桜餅を、

先着 200 個無料配布します。
◆行方の雛まつり
　期間　２月３日（日）～３月３日（日）
　＊ 立良呉服店では、期間中の土日、レンタ

ル着付け（500 円）を実施。着物で陣屋
町歩きしませんか？

　＊ 麻生藩家老屋敷記念館や大山守大塲家郷
土屋敷、霞ヶ浦ふれあいランドなどの観
光拠点から、手作りのつるし雛飾りで装
飾された加盟店を巡ってください。

　＊ スタンプラリー
　　 ３スタンプ集めて、加盟店で

商品と交換してください。
問 行方市商工会
　 ☎ ０２９９ー７２ー０５２０



☆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♪番外編
　～ 6 種の梅酒飲み比べの巻～

日　　時　３月 16日（土）18：00～ 20：30
場　　所　好文カフェ
対　　象　36～ 45歳の独身男女各 15人
　　　　　※応募者多数は抽選
受付期限　２月 15 日（金）
※�梅酒が出ますが飲み放題ではありません。召し上が
る方は、公共交通機関を使って参加してください。

申込方法　�下記までお申し込みください。

 であイバ ! 本気（マジ）de ふれあい Party
期　　日　３月 23日（土）
場　　所　茨城県三の丸庁舎　３階　Ａ会議室
①【23～ 29歳　独身男女対象】
　　時間　14：00 ～ 15：00（受付 13：45 ～）
②【48～ 55歳　独身男女対象】
　　時間　16：00 ～ 17：00（受付 15：45 ～）
③【31～ 42歳　独身男女対象】
　　時間　17：30 ～ 18：30（受付 17：15 ～）
受付期間　２月 22 日（金）～３月８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。

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

「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。
◆第７回収録
期　　日　２月 22 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
募集人数　番組出演　６組
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　２月 12 日（火）午後５時
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

塾生による華やかな作品展
（かしま灘楽習塾　第 13 期成果発表展）

期　　間　２月 23 日（土）まで
　　　　　※毎週火曜日～日曜日の週替わり
時　　間　 火曜日　午後１時～午後４時
　　　　　水～土曜日　午前 10 時～午後４時
　　　　　日曜日　午前 10 時～午後３時
※最終 23 日（土）午前 10 時～午後３時
◆生涯学習　塾生も募集！
　期　　間　４月～翌年３月（１年間）
　申込期限　２月 24 日（日）正午
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/

なめがた大使　奈良崎正明さん

求職者向けパソコンスクール
受講生募集

求職者支援訓練【基礎コース】 
　基本から学んで即戦力へ！ 

就職に役立つパソコン簿記基礎科　
訓練番号：4-30-08-01-00-0040

訓練期間　３月 15 日（金）～７月 12 日（金）
　　　　　午前９時～午後３時 30 分
　　　　　（休憩時間含む）
　　　　　※ 休講日は土・日・祝、GW（4/27 ～ 5/6)

内　　容　 ワープロ基礎・応用、表計算基礎・
応用、簿記基礎・応用、職業能
力開発講習等

　　　　　※使用ソフト（Word、Excel2013）
　　　　　※任意で資格も取得できます。
費　　用　テキスト代 9,936 円（税込）
　　　　　※受講料無料
場　　所　アイテックパソコンスクール神栖校
定　　員　15 人
申込期限　 ２月 22 日（金）
※ 締切日の前日までに管轄のハローワーク

で、求職申込と職業相談が必要です。
問・申  アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０

平成 31 年度技能検定（前期）
受検のご案内

受付期間　 ４月３日（水）～４月 16 日（火）
　　　　　※土・日・祝除く
　　　　　※ 受検案内は、３月１日（金）から

配布します。
受検手数料　21,000 円
　　　　　　（実技17,900円、学科3,100円）
　　　　　　 35 歳未満の２級・３級受検者

は、実技試験の一部減免措置
があります。

※ 実施職種、受検申請手続き、受検資格、試
験の免除等、詳しくは下記までお問い合
わせください。

問 茨城県職業能力開発協会　技能検定課
　 ☎０２９－２２１－８６４７
　 URL  http://www.ib-syokkyo.com

　積雪の影響による樹木接触・樹木倒壊など
により、電線が切れてしまう場合がありま
す。切れてたれ下がっている電線には、絶対
に手を触れないでください。
　電線に看板やアンテナなどが接触してい
る場合も大変危険です。見つけたら、すぐに
下記までご連絡ください。
　ご連絡いただいた際、現地の様子をスマホ
等の写真で提供をお願いする場合もござい
ますので、ぜひご協力ください。
問 東京電力パワーグリッド
　 ☎０１２０－９９５－００７
　　※ 0120 番号をご利用になれない場合
　　　☎０３－６３７５－９８０３（有料）
▶ 停電情報は、東京電力パワーグリッドホー

ムページから確認できます。
　 URL  http://teideninfo.tepco.co.jp/

切れた電線にはさわらないで！
～東京電力パワーグリッドからのお知らせ～

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 

親子バドミントン短期教室
　スポーツへのはじめの一歩！専門コーチ
が基礎から指導します。
期　　日　２月９日（土）～３月９日（土）
　　　　　毎週土曜日（全５回）
時　　間　午後６時～午後７時
場　　所　玉造小学校　体育館
対　　象　小学生と保護者（15 組）
参　　　　　加　　　　　　費　親子１組１回　 600 円
　　　　　小学生１人１回 300 円
　　　　　※保険代等
申込締切　随時
申込方法　下記までお申し込みください。

参加者募集！

※�参加申込による個人情報は、目的外
には使用しません。

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

　茨城労働局と茨城県は、2020 年３月大学
等（大学院・大学・短大・高専・専門学校）
の卒業予定者および卒業後３年以内の方（平
成 31 年３月大学等卒業予定者を含む）を対
象に、企業説明会を開催します。
　なお、学生の方の事前申し込みは不要です。
■土浦会場（参加企業 40 社）
　期　日　３月５日（火）
　時　間　午後１時～午後３時 30 分
　場　所　ホテルマロウド筑波
　　　　　（土浦市城北町 2-24）
■水戸会場（参加企業 63 社）
　期　日　３月 14 日（木）
　時　間　午後１時～午後３時 30 分
　場　所　ホテルレイクビュー水戸
　　　　　（水戸市宮町 1-6-1）
問 茨城労働局職業安定課
　 ☎０２９－２２４－６２１８
　  または
　 県内各ハローワークまで
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