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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 10回ツインレイクミーティング IN行方

　霞ヶ浦周辺で一番の夕日のビュースポッ
トである天王崎公園に、全国からハーレー
ダビッドソンをはじめとする大型バイクが
集まり、キャンプを行い、語り合うイベン
トです。
　イベントを盛り上げるステージイベント
や、飲食ブースなどの出店も多数予定して
います。全国各地から集結するなかなか見
ることのできない、工夫を凝らした珍しい
カスタムバイクをぜひご覧ください。
▶期日　５月 11 日（土）10：00 ～ 21：00
　　　　　　  12 日（日）　8：00 ～ 15：00
▶場所　天王崎公園
▶参加費　11 日 2,500 円　12 日 1,500 円
　　　　　見学のみ　1,000 円
※ 市内在住の方は見学無料。住所が確認でき

るものをお持ちください。
問 商工観光課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１

シルバーリハビリ体操指導士
３級養成講習会受講者募集

　シルバーリハビリ体操を地域で指導する
ボランティアを養成するための講習会です。
▶応募資格　・ おおむね 60 歳以上の常勤の

職を持たない方
　　　　　　・受講後、地域で活動できる方
▶講習日　 ６月６日（木）、６月 20 日（木）、

６月 25 日（火）、６月 27 日（木）、
７月２日（火）、７月４日（木）

　　　　　※原則、全日程に参加できる方
▶場所　　初日： 茨城県立健康プラザ（水戸市）

※送迎あり
　　　　　２日目以降：
　　　　　　 行方市地域包括支援センター

（旧玉造保健センター）　　　　　
▶時間　おおむね 10：00 ～ 15：45
▶料金　無料
　　　　　※会場までの交通費・昼食等は自己負担
▶申込方法　 下記までお申し込みください。
▶申込締切　５月 24 日（金）
問・申  行方市地域包括支援センター（旧玉造

保健センター）
　　　☎０２９９－５５－０１１４

◆５月 22日（水）
　9：30 ～ 12：00 ／ 13：00 ～ 14：00
　　行方市役所北浦庁舎
　15：00 ～ 16：00
　　JA なめがたしおさい麻生支店
◆５月 31日（金）
　10：00 ～ 12：00　行方警察署
問 健康増進課（行方市保健センター内）
　 ☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

　自動車税は、毎年４月１日
現在で自動車を所有している
方に課税されます。
　今年の納期限は、５月 31 日（金）です。
　お近くの金融機関、郵便局、コンビニエン
スストアまたは県税事務所で納期限までに
納付してください。
■自動車税はクレジットカード納税ができます
　定期課税分の自動車税は、クレジットカー
ドでも納付できます。パソコンやスマート
フォンから「Yahoo! 公金支払い」のポータ
ルサイトへ接続し、クレジットカード情報等
を入力することにより、自宅や外出先から
24 時間いつでも利用できます（納期限まで
に限ります）。
※ 詳しくは、納税通知書に同封されるチラシ

または茨城県税務課ホームページをご覧
ください。

問 茨城県行方県税事務所　収税課
　 ☎０２９９－７２－０４８２

自動車税は納期限（５月 31日）
までに納めましょう！

　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて
いるものがあります。外観の特徴から、園芸
用のけしと区別ができます。
▶簡単なけしの見分け方
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植えてはいけない「けし」と
植えてもよい「けし」の見分け方

　“植えてはいけない「けし」”を見かけたら、
保健所にご連絡ください。
問 茨城県鉾田保健所
　 ☎０２９１－３３－２１５８

　環境保全行方市民会議では、楽しみながら
エコになるグリーンカーテン作りを推奨し
ています。グリーンカーテンは屋内への直射
日光を遮り、冷房機器の電気使用量を抑える
ことにより、二酸化炭素排出量を削減し、地
球温暖化防止に役立ちます。
　移植苗をご希望の方は、電話または FAX
で下記までお申し込みください。本年度の種
苗はゴーヤのみとなります。苗の本数には限
りがありますのでご了承ください。
　配布は北浦庁舎において、５月 23 日頃（生
育により前後します）の予定です。
▶申込期間　5 月 7 日（火）～ 5 月 17 日（金）
問・申 環境課（北浦庁舎）
　☎０２９１－３５－２１１１　 FAX ０２９１－３５－３２５８

グリーンカーテンで、
省エネとCO2削減を！

▶実施期間　５月１日（水） ～ 令和２年２月 29 日（土）
▶申込期間　５月１日（水） ～ 令和２年２月 21 日（金）
　　　　　※ お電話、市のホームページからの申し込みの場合、受診券を郵送するため、届くまでに時間

がかかります。

▶検診項目　※予約制　対象年齢の基準日は、令和２年３月 31 日現在です。

検診項目 対象者 個人負担金 内容等

乳がん
超音波検査 30 歳～ 59 歳 2,000 円

乳房 X 線検査
（マンモグラフィ） 40 歳以上 2,000 円 ２年に１回

子宮（頸部）がん 20 歳以上 2,000 円 子宮頸部の細胞診

▶受診の流れ
　（１）行方市保健センターへ来所・電話または市のホームページ等から申し込み
　（２）「医療機関受診券」等が届いたら、病院へ予約
　　　※ 受診券は指定の医療機関でのみ利用できます。指定医療機関については、受診券と同封する医療

機関一覧、市のホームページをご覧ください。
　（３）「医療機関受診券」等を持参し受診
　　　※負担金は、病院の窓口でお支払いいただきます。
　詳細は、下記までお問い合わせください。

問・申 健康増進課（行方市保健センター内）☎０２９１－３４－６２００

　市では、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの初期発見と正しい健康意識の普及啓
発、そして健康保持および増進を目的として、医療機関検診の助成を行っています。
　この機会にぜひ検診を受けましょう。

乳がん・子宮（頸部）がんの医療機関検診のお知らせ

　お口の健康を守ることは、全身の健康管理
への入り口です。この機会に検診を受け、自
分に合った口腔ケアの方法を知りましょう。
▶対象　 今年度内に 30 歳・40 歳・50 歳・

60 歳・70 歳になる方
▶内容　 現在の歯の状況・歯石・歯周疾患の

状況等の検診
▶料金　無料　※ 検診結果に基づく治療を行う場

合は保険診療扱い

▶実施期間　 ５月７日（火）～
令和２年２月 29 日（土）

▶実施歯科医院　市内の歯科医院
▶申込方法　 下記まで、電話または市ホーム

ページ等からお申し込みくだ
さい。

問・申 健康増進課（行方市保健センター内）
　☎０２９１－３４－６２００

歯周疾患検診のお知らせ

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　9：00 ～ 19：00
▶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　 ５月 25 日（土）
▶時間　13：00 ～ 16：30（受付 12：30 ～）
▶場所　東海村総合福祉センター「絆」
　　　　（那珂郡東海村村松 2005）
▶参加費　無料（申込不要）
▶内容
　 ・茨城支部会員による体験発表
　・医療講演会
　　　演題「 リウマチと上手く付き合ってい

く為に自分たちが出来ること」
　　　講師　富士山内科クリニック

山形 俊昭先生　
　・医療相談会（希望者 / 個別）
問 （公社）日本リウマチ友の会茨城支部
　  會

あいざわ
澤　☎０２９７－５８－５０７５

（公社）日本リウマチ友の会茨城支部
公開講座（医療講演会・医療相談会）



☆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。

▶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！

※�参加申込による個人
情報は、目的外には
使用しません。

チャレンジデー 2019
▶日時　5月29日（水）　午前０時～午後９時

　５月 29 日（水）の午前０時から午後９時まで、行方市内でスポーツを推進する本イベン
トに取り組みます。「チャレンジデー」は、15 分間以上継続して運動やスポーツを行った住
民の参加率を競い合う、住民参加型のスポーツイベントです。
　今年は、秋田県大館市と対戦します。皆さんの力をお貸しください !!

ヨガストレッチ・
体幹トレーニング体験

　チャレンジデーに、楽しみながらトレーニ
ングしてみませんか？
　チャレンジデーは、運動のきっかけ作りと
運動の習慣付けを積極的に応援します。
▶期日　５月 29 日（水）
▶時間　ヨガストレッチ教室　19：00 ～
　　　　体幹トレーニング　　20：00 ～
▶定員　各 30 人
▶場所　北浦運動場　体育館
▶参加費　無料
▶申込　 下記まで電話または FAX、市ホー

ムページからお申し込みください。
※ 当日はトレーニングシューズ（上履き）をお持ち

になり、運動のできる格好でお越しください。

問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎内）
☎０２９１－３５－２１１１FAX ０２９１－３５－１７８５

問・申  NPO 法人なめがたふれあいスポーツクラブ
　　　☎０９０－２５６１－０４８６（クラブ専用携帯）
　　　玉造 B&G 海洋センター
　　　☎０２９９－５５－３２１１  ※月曜除く 

NPO法人なめがたふれあいスポーツクラブ

６月開始教室
卓球教室　毎月第１・３土曜日
バドミントン教室　毎月第２・４土曜日
　▶時間　18：00 ～ 20：00
　▶場所　麻生公民館体育室
　▶対象　子どもから大人まで
　▶定員　先着 20 人
　▶参加費　高校生以上　300 円 / 回
　　　　　　中学生以下　200 円 / 回
　▶申込　 下記までお申し込みください。

全国パーキンソン病友の会茨城県支部
第６回鹿行地区患者・家族のミニ交流会

▶期日　５月 19 日（日）
▶時間　13：30 ～ 15：30
▶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 茨城県パーキンソン病友の会
　　　則

のりすえ
末 ☎０２９９－８３－０１６２

《第二種電気工事士受験対策（技能）講座》
▶期日　 ７月１日（月）、2 日（火）、４日（木）、

８日（月）、９日（火）、11 日（木）
の６日間

▶時間　18：00 ～ 21：00
▶内容　 第二種電気工事士（技能）受験対策・

練習問題解説
　　　　持参品：試験で使う工具等
▶申込期間　５月 13 日（月）～６月５日（水）
▶定員　20 人（抽選）
▶受　講料　2,980 円（テキスト代含む）
▶申込方法　 鹿島産業技術専門学院ホーム

ページまたは往復はがきでお
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/

▶期日　５月 11 日（土）
　　　　６月 22 日（土）
▶時間　 13：30 ～
▶場所　鉾田市中央公民館
▶対象　当事者・家族の皆さん
▶参加費　200 円
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

「集まれば元気！語り合えば勇気！」
鹿行地区ひきこもり家族会例会

NPO法人霞ヶ浦アカデミーからのお知らせ
「生き物アカデミー」生徒募集

　生き物アカデミーでは、霞ケ浦の水辺で元
気に楽しく、水辺の体験学習を行います。
　伝統的な漁業・カヌー体験・葦

あし
舟つくりを

通して、自然環境の大切さとともに、生きる
力、問題解決型能力、自主性をはぐくみます。
▶期日　毎月第３日曜日
▶時間　9：30 ～ 12：00
▶対象　小学生以上
▶集合場所　道の駅たまつくり
　　　　　　（玉造甲 1963-5）
▶参加費　無料
▶各回のテーマ
　 ５月 19 日　「たかっぽ」製作と魚とり
　 ６月 16 日　 「たかっぽ」引き上げと「笹

浸し」製作
　 ７月 21 日　「笹浸し」引き上げと魚とり
　 ８月 18 日　カヌー体験
　 ９月 22 日　カヌー体験
※テーマは変更する場合があります。
▶申込方法　 参加者全員の名前と住所、電話

番号を、下記まで電話または
メールでお知らせください。

問・申 NPO法人霞ケ浦アカデミー事務局（菊地）
　☎０８０－６６０７－１３０９
　 E-mail  kasumigaura.academy@gmail.com

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 Party10」
日　　時　６月 15日（土）14：00～ 15：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎　３階　B 会議室
対　　象　35～ 43歳の独身男女各 10人
　　　　　※応募者多数は抽選
【男性向け事前説明会（13：00～）があります】
受付期間　５月 10 日（金）～５月 31 日（金）
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

　10月１日から、市指定ごみ袋の価格を改定し、新旧のごみ袋を判別するためデザイン
も一新します。
　10月１日からは「新しいごみ袋」での回収になります。古いごみ袋での回収や新旧の
ごみ袋の交換は行いません。ご家庭において、古いごみ袋の在庫管理をお願いします。

10 月１日から、市指定ごみ袋の価格を改定します

ごみ袋の種類 現行（税込） 改定後（税込）

可燃ごみ袋（大）45㍑ /10 枚 180 円 250 円

可燃ごみ袋（中）30㍑ /10 枚 150 円 200 円

有害ごみ袋　　　20㍑ /10 枚 100 円 150 円

問 環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

■価格改定内容


