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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。

期　　間　�４月 27日（土）から５月６日（月）
の木・金・土・日・祝日

内　　容　�五月人形・つるし飾りの展示
時　　間　午前 10時～午後３時
場　　所　麻生藩家老屋敷記念館
　　　　　（麻生 1153-1）
休　　　　　館　　　　　日　月・火・水（祝日は開館）
入　　　　　館　　　　　料　無料
★特別イベント
　４月 27日（土）
　　�しょうぶ・おもちゃの配布、がまの油の
口上、南京玉すだれ、スタンプラリー

問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

麻生藩家老屋敷記念館
「五月人形展・屋敷オープンデー」

　地域の皆さんの手により、公共
の場を緑化し、緑豊かなまちづく
りへの意識を持ってもらうことを
目的とします。
　配布する花苗（種類未定）は、１団体あ
たり 150本までを予定しています。
応募資格　�普段から活動をしている町内会・

商店会・子ども会・老人会等の
団体のみ

募集人数　先着 20団体まで
場　　所　�集落センターや道路沿いなど、地域

住民が活用する公共性の高い場所
料　　金　無償配布
申込方法　�電話または直接農林水産課（北浦

庁舎）までお越しください。後日
申請書等を郵送します。

申込期間　５月 10日（金）から受付開始
　　　　　※先着順
問・申�行方市緑化推進協議会（農林水産課内）
　　���☎０２９１－３５－２１１１

市内の緑化推進活動団体に
季節の花苗を配布します

介護支援専門員の更新研修
（実務未経験者用）および再研修

対　　象
①�介護支援専門員証の有効期間中に実務
経験が少なく（６カ月未満）、おおむね
2020 年１月～ 2021 年３月頃までに有
効期間が満了になる方
②�有効期間がすでに切れてしまった方で、新
たに介護支援専門員証の交付を受けよう
とする方

日　　程　�１班：水戸会場　５～７月
　　　　　２班：土浦会場　８～ 10月
　　　　　３班：水戸会場　11～ 12月
　　　　　　で、各班 11日間（55時間）
定　　員　各班先着 85人
受　　　　　講　　　　　　料　43,640 円（テキスト代含む）
募集期間　４月１日（月）～ 10月 31日（木）
※詳細は、お問い合わせください。
問・申�公益財団法人介護労働安定センター
　　　茨城支部　☎０２９－２２７－１２１５
　�　 URL ��http://www.kaigo-center.or.jp/

shibu/ibaraki/

　「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　５月 15日～７月 31日
　　　　　（毎週水曜日、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　北浦公民館
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　下記まで電話でお申し込みください。
申込締切　４月 24日（水）
講　　師　Rise�total�support　所圭吾先生
問・申��地域包括支援センター
　　　☎０２９９－５５－０１１４

受講生募集！　笑顔で楽しく脳を活性化
「脳スッキリ・体シャッキリ教室」

　重要無形文化財「紬織」保持者（人間国宝）
にして、文化勲章受章者・志村ふくみ（1924
～）の芸術の全貌を紹介します。
開催期間　４月６日（土）～６月２日（日）
　　　　　※�月曜日は休館　ただし、ＧＷ中［4/27（土）

～ 5/6（月）］は無休。5/7（火）は休館、

展示替えをし、前期・後期でほぼ全ての作品

が入れ替わります。

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

企画展「志村ふくみ展 －滋賀県立近代美術館
コレクションを中心に－」

霞ヶ浦ふれあいランド
Waku Waku フェスタ 2019

期　　間　４月 27日（土）～５月６日（月）
主なイベント
〇 4月 28日
　なめがた湖（かわ）と大地の春まつり 2019
〇 4月 29日・30日　肉フェス
〇 5月 1日　虹の塔��ボルダリング教室
〇 5月 2日・3日
　大抽選会（場所：観光物産館「こいこい」）
他にも…
　カヌー体験（予約制）・鯉釣り体験・レン
タサイクル・フリーマーケット・ボールプー
ル・バルーンアート・ステージショーなど
盛りだくさん !!
　詳しくは、霞ヶ浦ふれあいランドホーム
ページをご覧ください！
問�霞ヶ浦ふれあいランド
　�☎０２９９－５５－３９２７

コテラス、北浦荘で
バーベキューしませんか

　コテラスと北浦荘（中庭・裏庭）では、バー
ベキューセットの貸出をしています。
　食材は各自持ち込みで、予約制です。詳
細はお問い合わせください。
問�白帆の湯　☎０２９９－８０－６６２２
　�北浦荘　　☎０２９１－３５－２８２１

　毎回１作品ずつ仕上げていき、完成した
作品は来年のひな祭り期間中に麻生藩家老
屋敷記念館に飾ります。
期　　日　５月 10日、５月 24日
　　　　　６月７日、６月 21日
　　　　　７月５日、７月 19日
　　　　　８月２日、８月 16日
　　　　　（金曜日、全８回）
時　　間　午前９時30分～午前11時 30分
場　　所　麻生藩家老屋敷記念館　管理棟
対　　象　初心者の方
募集人数　10人（定員になり次第締切）
参　　　　　加　　　　　　費　�毎回 100円
持　　　　　　ち　　　　物　裁縫道具、化せん綿、座ぶとん
申込締切　４月 26日（金）
申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申�生涯学習課（北浦庁舎）
　　　☎０２９１－３５－２１１１
　　　 FAX ０２９１－３５－１７８５

やさしい　つるし飾り教室

上下水道料金は
納期限までに納めましょう

　上下水道料金を納期限までに納付されな
い場合には、水道料金については遅延損害
金、下水道使用料等については延滞金を納
めていただくことがあります。【行方市債権
管理条例・第７条（延滞金及び遅延損害金）
の規定】
　納期限内納付にご協力ください。
問水道課（泉配水場）☎０２９９－５５－１１０８
�下水道課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

≪平成 31 年度保険料率について≫
　協会けんぽの健康保険料率は、加入者の
皆さまの医療費等に基づき、都道府県ごと
に設定されています。
　平成 31 年度の協会けんぽ茨城支部の健
康保険料率については、現状の 9.90%から
9.84％に引き下げとなります。また、介護
保険料率（全国一律）については、現状の
1.57％から 1.73% に引き上げとなります
（平成 31年 3月分（4月納付分）より変更）。
　また、平成 30年度からは、新たに「イン
センティブ制度」が導入され、支部（都道
府県）ごとの加入者および事業主の健康に
対する取り組みが、２年後の保険料率に反
映されることとなりました。
　皆さまが健診を受診したり、ジェネリッ
ク医薬品を使用したりすることが、茨城支
部の保険料率に反映されますので、まずは、
４月上旬に加入者のご家族（40～ 74 歳の
被扶養者）を対象に、特定健診の受診券を
ご自宅に送付しますので、受診をお願いし
ます。
問�協会けんぽ茨城支部　企画総務グループ
　�☎０２９－３０３－１５８０

全国健康保険協会（協会けんぽ）
加入者の皆さまへ

▶志村ふくみ「匂蘭（こうらん）」
　1987（昭和 62）年
　滋賀県立近代美術館蔵

小学生～高校生のための
夏休み海外研修交流事業　参加者募集

日　　程　７月 26日（金）～８月 20日（火）
　　　　　８～ 18日間�※コースにより異なる
内　　容　�ホームステイ・ボランティア・

文化交流・学校体験・英語研修・
地域見学・野外活動など

研　　　　　修　　　　　先　�イギリス・オーストラリア・カナ
ダ・シンガポール・フィジー

対　　象　小３～高３�※コースにより異なる
※詳細は、お問い合わせください。
問�公益財団法人　国際青少年研修協会
　�☎０３－６４１７－９７２１
　� E-mail info@kskk.or.jp
　� URL http://www.kskk.or.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。

行方市主催

 なめがた版婚活 No.１

「恋のスパーク !! ゲートボール＆ＢＢＱ」
日　　時　５月 25日（土）
　　　　　13：00～ 17：30（受付 12：45～）
場　　所
　なめがたファーマーズヴィレッジ（ＢＢＱ）
　茨城県立白浜少年自然の家（ゲートボール）
対　　象　おおむね 25～ 35歳の独身男女各５人
　　　　　※応募者多数は抽選
受付期間　４月 22日（月）～５月 13日（月）
申込方法　�下記までお申し込みください。

▶その他パーティー情報は…
（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。

「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

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー参加者募集！

　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で、市民の皆さ
んに自慢の歌声を披露してみませんか♪
◆第９回収録
期　　日　４月 24日（水）　　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　４月 15日（月）
問・申 情報政策課（行方市情報交流センター（旧麻生保健センター）内）
　　��☎０２９９－７２－０８１１　 E-mail �name-tv@city.namegata.lg.jp

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　奈良崎正明さん

※�参加申込による個人情報は、目的外
には使用しません。

2019 年度
鹿行手話奉仕員養成講座開催

講習日等
コース 開講日 時間 受講料

入門
全 35回 ５月 11日～

2020年２月
毎週土曜日

午後７時～
午後９時

無料
（テキスト代

別途）基礎
全 35回

場　　所　�神栖市保健・福祉会館
　　　　　（神栖市溝口 1746-1）
対　　　　　象　　　　　者
 ▶入門コース
　手話学習を希望する初心者（高校生以上）
 ▶基礎コース
　�入門コースを修了した方また
は手話の基礎がある程度でき
ている方（高校生以上）

テキスト
　�全日本聾

ろ う あ

唖連盟発行
　　�厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム
対応　手話奉仕員テキスト

　　「手話を学ぼう�手話で話そう」DVD付
　　　　　　　　　　　　3,000 円（税別）
申込方法　�受講当日お申し込みください。
　　　　　（事前申し込み不要）
問�鹿行手話奉仕員養成委員会
　�委員長　越地� FAX �０２９９－７２－２６６１
　�事務局　高橋��☎０５０－５２７６－９５８５

《 機械 CAD（AutoCAD）基礎講座 》
期　　日　�6 月 10日（月）、11日（火）、
　　　　　13日（木）、17日（月）、
　　　　　18日（火）、20日（木）の６日間
時　　間　午後６時～午後９時
内　　容　�基本的な機械図面の作成実習　

（2次元CAD）AutoCADの操作
方法

　　　　　使用予定ソフト：AutoCAD2016
定　　員　10人（抽選）

《 アーク溶接特別教育 》
期　　日　�６月 10 日（月）、11 日（火）、

12日（水）の３日間
時　　間　午前９時～午後５時
内　　容　�労働安全衛生法に基づく特別教

育（修了者には修了証を交付）
持　　　　　参　　　　　品　�作業着、安全靴、帽子、防じんマ

スクなど
定　　員　15人（抽選）
■各講座共通
　申込期間　４月15日（月）～5月８日（水）
　受　　　　　　講　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）
　申込方法　�往復はがきまたは鹿島産業技

術専門学院ホームページから
お申し込みください。

※詳細は、お問い合わせください。
問・申�茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　鹿嶋市林572-1　☎ 0299-69-1171
URL http://business2.plala.or.jp/kasigise/

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

ジュニアヨットクラブ
ジャンボリー

　昨年に続いて今年も「白浜少年自然の家」
を宿泊地として 5月の連休に 2泊 3日の予定
で、全国からヨットを楽しんでいる小中学生
が集まります。水上の活動は行方市麻生天王
崎で行われます。行方市内の小中学生でヨッ
ト体験したい方を募集しています。
ヨットに興味のある方は、始めてみる良い機
会ですので、お問い合わせください。
期　　日　�5 月 3日（金・祝）～５日（日・祝）
場　　所　（水上活動）�天王崎「白帆の湯」

前霞ヶ浦湖上
　　　　　（宿泊施設）県立白浜少年自然の家
使　　　　　用　　　　　　艇　OP級ディンギー、カヌー体験
対　　象　小学３年生～中学生
参　　　　　加　　　　　費　19,000 円（宿泊代込み）
※１日だけの参加も可能です（2,000 円）。
※宿泊なしでも参加できます。
申込方法　�下記までお申し込みください。
申込締切　４月 20日（土）
※詳細は、お問い合わせください。
問・申�麻生ヨットクラブ（岡里）
　　　携帯０９０－３０６５－４８８９

いきいき茨城ゆめ国体総合開会式における

行方市の代表走者募集！
　市の代表者として、炬

き ょ か

火セレモニーに参加
してくれる方を募集します
※�炬火とは、オリンピックでいう「聖火」にあたる
ものです。

内　　容　�会場内での炬火の入場・集火・点
火の演出

　　　　　※長い距離を走るわけではありません。
募集人数　１人
参加資格
　１．市内在住で小学生以上の方
　２．以下の日程に必ず参加できる方
　　　（場所：笠松運動公園陸上競技場）
　　　①練習会　　　　　8月 17日（土）
　　　②総合練習会　　　8月 31日（土）
　　　③総合リハ－サル　9月 21日（土）
　　　④開会式（本番）　��9 月 28日（土）
　３．�火がついたト－チ（約 1.3kg）を持っ

て、軽いランニングのできる方
　４．北浦庁舎まで各自で来られる方
　　　（�北浦庁舎から会場までは、市で送迎します）
申込期限　４月 22日（月）
※�申込用紙は、麻生・北浦・玉造運動場体育館
にあります。

申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申��いきいき茨城ゆめ国体行方市実行委員会

（北浦庁舎生涯学習課スポーツ推進室内）
　　　☎０２９１－３５－２１１１
　　　（北浦運動場体育館）
　　　☎０２９１－３５－２１２０

軽減税率対策補助金が
用意されています

　今年の 10月１日に予定されている消費税
率引き上げの際には、軽減税率制度が実施
され、税率８％と 10％双方の商品を取り扱
う事業者は、さまざまな対応が必要になり
ます。
　こうした事業者を支援するため、国にお
いて軽減税率に対応するためのレジや受発
注システム、請求書の発行を行うシステム
の改修・導入に対する補助金が用意されて
います。お早めの対応をお願いします。
問�軽減税率対策補助金事務局
　�☎０１２０－３９８－１１１
　� URL ��http://kzt-hojo.jp/

問・申�
企画政策課�☎０２９９－７２－０８１１
生涯学習課�☎０２９１－３５－２１１１

▶こちらの QR コードからもお申し込みできます


