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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。

受講生募集
経済産業省・総務省認定 特定創業事業

起業ビジネスプラン塾（第１シーズン）

▶対象　�行方市内在住で、創業を考えてい
る方、創業後５年未満の方、後継
者の方、新規事業をお考えの代表
者の方、女性・主婦・若者・シニ
アの方、趣味を生かした事業や地
域貢献事業をお考えの方など

　　　　※�個人・グループは問いません。
　　　　　行方市民以外の方でも受講できます。
▶期日　６月 18日・25日
　　　　７月２日・９日・16日
　　　　火曜日　全５回講演
▶時間　19：00～ 21：00
▶場所　麻生公民館　研修室
▶受講料　無料（定員 20人　※先着順）
▶申込締切　６月 17日（月）
問・申�行方市商工会（麻生 1222-1）
　　���☎０２９９－７２－０５２０

　「マンガの神様」と称される手塚治虫
（1928 ｰ 89）が生涯に手がけた膨大なマン
ガとアニメーションの中から、厳選した作
品等を紹介します。
▶期間　６月 15日（土）～８月 25日（日）
　　　　　※休館日：�月曜日（月曜日が休日の場合

は翌火曜日）
▶時間　9：30～ 17：00
　　　　（入場は 16：30まで）
▶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
企画展「生誕 90 周年記念　手塚治虫展」

　日頃から気になっている食事のことを、こ
の機会に一緒に確認しませんか？
　自分に合った食事の量や間食などの適量、
調理実習などを予定しています。
▶日時　①７月 26日　14：00～ 15：30
　　　　②８月９日　　14：00～ 15：30
　　　　③８月 23日　14：00～ 15：30
　　　　④９月６日　　�9：30～ 13：00
　　　　（金曜日　全４回）
▶場所　�行方市保健センター（旧北浦保健セ

ンター）
▶持ち物　�連続した２日間の食事写真また

は記録　※食事時間を記入
▶対象　市内在住のおおむね 70歳までの方
▶募集人数　15人　※定員になり次第締切
▶申込締切　７月 10日（水）
問・申�健康増進課（行方市保健センター内）
　☎０２９１－３４－６２００

栄養教室　参加者募集

　税金の専門家である税理士による無料税
務相談です。
　相続税、贈与税、消費税、所得税などの
税金の相談や、個人事業・
法人の創業に関する相談に
ご利用ください。
▶開催日　�（水曜日）
　　　　　��６月５日・19日
　　　　　��７月３日・17日
　　　　　��８月７日・21日
　　　　　��９月４日・18日
　　　　　10月２日・16日
　　　　　11月６日・20日
　　　　　12月４日・18日
　　　　　令和２年１月 15日
▶時間　13：30～ 16：30
▶場所　�鹿嶋市まちづくり市民センター　

２階　団体事務室９
　　　　　（鹿嶋市宮中 4631-1）
※事前にご予約をお願いします。
問・申�関東信越税理士会　潮来支部
　　　☎０２９９－８４－７３３９

税理士による
無料税務相談所を開設しています

　「花いっぱい運動」で、すばらしい成果を
あげている地域・団体・職場・学校を顕彰
します。
▶応募先
　生涯学習課（北浦庁舎）
　※�応募用紙は、チャレンジいばらき県民運

動のホームページ（https://challenge-
ibaraki.jp/）からダウンロードできます。

▶応募締切　７月２日（火）
問・申�生涯学習課（北浦庁舎）
　　���☎０２９１－３５－２１１１
　　��チャレンジいばらき県民運動
　　���☎０２９－２２４－８１２０

第 47 回花と緑の環境美化コンクール
参加花壇募集

　不眠、うつなどの心の病気に関する不安や
悩みのほか、ひきこもり、アルコールや薬物
などの依存症に関する相談を、精神科医がお
受けします。ご家族によるご相談もお受けし
ています。秘密は厳守します。
▶日時　 ６月19日、７月17日、８月21日、
　　　　�9月18日、10月16日、11月20日、
　　　��12月 18日、１月15日、2月 19日、
　　　����3 月 18日（毎月第３水曜日）
▶時間　13：00～ 15：00
▶場所　�茨城県鉾田保健所（鉾田市鉾田 1367-3）
▶料金　無料
▶申込方法　�電話でお申し込みください。ご

予約制です。
※保健師が、随時お電話でご相談を承っています。
問・申�茨城県鉾田保健所「こころの相談」係
　　　☎０２９１－３３－２１５８

茨城県鉾田保健所
こころの相談のご案内

納期 第１期 第２期 第３期
口座振替
利用無の
場合

７月 10日 10月 31日 １月 31日

口座振替
納付日 ９月６日 11月 14日 ２月 14日

○�平成 31 年度の労働保険年度更新の申告・
納付期間は、６月３日（月）から７月 10
日（水）までとなります。申告の際は、年
度更新申告書受理相談会をご利用ください。
○�一括有期事業（建設業および林業の事業者）
の申告時に提出する「一括有期事業総括表」
「一括有期事業報告書」の様式が、３枚複
写から２枚複写に変更となりました。
○�労災保険率および雇用保険率は、平成 30
年度と同率となります。
○�労働保険料の納付については、口座振替制
度をご利用ください。申請手続きを一度行
えば、翌年度以降も継続して口座振替によ
り納付ができ、納付期限も延長されます。

▶納付日

平成 31 年度労働保険
年度更新の申告・納付のお知らせ

問・申�茨城労働局　総務部　労働保険徴収室
　　　☎０２９－２２４－６２１３
または、各労働基準監督署・各公共職業安定所

陸上自衛隊勝田駐屯地
夏休みキャンプ教室

▶日時　７月 20日（土）9：00～
21日（日）14：00（１泊２日）

▶場所　陸上自衛隊勝田駐屯地
▶募集人数　小学生と保護者合計 70人
　　　　　　（応募者多数の場合は抽選）
▶内容　�自衛隊テント設営、飯ごう炊さん、

キャンプファイヤーなど
▶参加資格　�県内在住の小学生
　　　　　　（保護者１人同伴）
▶参加費　１人 2,500 円
▶申込方法
　�参加希望者全員の①氏名（ふりがな）②生
年月日③年齢④職業・学年⑤性別⑥住所⑦
電話番号⑧食物アレルギー　を記入の上、
下記まで往復はがきにてお申し込みくだ
さい（１家族単位で申し込み）。
申込締切　６月 14日（金）必着
問・申��陸上自衛隊勝田駐屯地広報班
　　　�〒312-8509ひたちなか市勝倉3433
　�　��☎０２９－２７４－３２１１（内線 291）

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です。あな
たの自慢の歌声を披露してみませんか♪

【第 11 回収録】
▶期日　６月 29日（土）
▶時間　14：00～ 16：00
▶場所　なめがたエリアテレビ簡易劇場
　　　　（行方市情報交流センター内）
▶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人
▶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　６月 20日（木）
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

©手塚プロダクション
手塚治虫『手塚治虫漫画全集�鉄腕アトム第 1巻』
1979年�表紙絵

　家庭的保育は、市町村の認可による事業
で、保育所等への入所に代わり、主に保育
ママ（家庭的保育者）の居宅という家庭的
環境で行われる、きめ細やかな少人数保育
です。
　茨城県では、保育士資格をお持ちでない
方も家庭的保育者になることができるよう、
所要の研修を実施します。
　下記で詳細をご確認の上、ぜひご参加く
ださい。
問�茨城県子ども未来課
　�☎０２９－３０１－３２５２
　� URL �「茨城県�家庭的保育」で

検索

家庭的保育者認定研修を開催します



☆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

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。

行方市ゴルフ教室
　中学生・高校生も参加してみませんか！
▶期日　６月23日～７月 28日の各日曜日
　　　　（計６日間）
▶時間　13：30～ 16：00
▶場所　ノースショアCC
　　　　（受付：同コース練習場）
▶参加資格　�市内在住在勤者に限定（男女問

わず。小学４年生以上・中学生・
高校生・初心者可）

▶参加費　6,000 円　※小・中学生も同じ
　　　　　（傷害保険料を含む。入校時徴収）
▶募集人数　50人（定員になり次第締切）
▶実施内容　�難波プロワンポイントレッスン・

打放し・アプローチ・パター・
バンカーショット・Ｈラウンド
レッスン他

▶申込期間　６月 1日（土）～６月 19日（水）
※�使用クラブ・靴・手袋・帽子等は各自持参
願います。レンタルは無し。

問・申�北浦ゴルフガーデン
　　　☎＆FAX ０２９１－３５－２６３４

行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
プール監視員募集

▶雇用期間　７月20日（土）～８月31日（土）
▶勤務時間　8：30～ 19：00
　　　　　　�シフト勤務制（勤務時間は要相談）
▶賃金　１時間あたり 850円
▶業務内容　プール監視および施設管理業務
▶募集資格
　①�平成 31年４月１日現在で満 16歳以上
の方

　②泳ぐことができる方
　③�７月６日実施予定の普通救命講習およ
び業務打ち合わせ会議に出席できる方

▶申込締切　６月 29日（土）
▶応募方法　�市販の履歴書に必要事項を記入

し、下記まで提出してください。
問・申�行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　行方市玉造甲 3185
　　　☎０２９９－５５－３２１１

いばらき出会いサポートセンター主催

 「おいしい紅茶　飲んでみない？
　Ｗｉｔｈ　ヴィーガンスコーン」

日　　時　７月７日（日）14：00～ 16：30
場　　所　水戸市内飲食店
対　　象　30～ 49歳の独身男女各 10人
　　　　　※応募者多数は抽選
受付期間　６月３日（月）～６月 21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

▶検査料金　１検体 800円
　　　　　　�（赤痢菌、サルモネラ属菌、腸

管出血性大腸菌O157）
▶検査結果　�約２週間後に、検査成績書が送

付されます。検査成績書は、食
品衛生責任者管理記録簿等に貼
付するなどして、管理にご活用
ください。

①店舗ごとに申込用紙を記載してください。
②容器等は保健所で配布しています。
③�上記の他、毎週月曜日 9：00～ 11：00に
鉾田保健所内でも受付しています。
※詳細はお問い合わせください。
問�鉾田食品衛生協会（茨城県鉾田保健所内）
　�☎０２９１－３２－４６０２

食品取扱者の保菌検査
鉾田保健所管内飲食物取扱従事者の皆さまへ

▶日時および場所（受付時間内にお持ちください）
受付日 時間 場所

６月６日（木）

10：00～
11：30

行方市商工会
（麻生 1221）

13：30～
15：00

地域包括支援センター
（旧玉造保健センター）
（玉造甲 478-1）

６月 18日（火）

10：00～
11：30

行方市保健センター
（山田 3282-10）

14：00～
15：00

鉾田市旭保健センター
（鉾田市造谷 605-3）

６月 26日（水）

10：30～
11：30

鉾田市商工会大洋支所
（鉾田市大蔵 1338-1）

13：30～
15：00

茨城県鉾田保健所
（鉾田市鉾田 1367-3）

2019 年度自衛官募集

受験
種目

自衛官候補生
（男子・女子） 一般曹候補生 航空学生（海上） 航空学生（航空）

応募
資格

18歳以上 33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月１日から起算して３月
に達する日の翌月末現在、33歳に達していない者）

18歳以上 23歳未満の者（高卒
者（見込含）または高専 3年次
修了者（見込含））

18歳以上 21歳未満の者（高卒
者（見込含）または高専 3年次
修了者（見込含））

受付
期間

年間を通じて
行っています ７月１日（月）～９月６日（金）（締切日必着）

試験
期日

受付時に
お知らせ

【１次試験】
　�９月 20日（金）～ 22日（日）
のうち指定する１日

【２次試験】
　�10月 11日（金）～ 16日（水）
のうち指定する１日

【１次試験】
　�９月 16日（月）
【２次試験】
　�10 月 15日（火）

～ 20日（日）　
【３次試験】
　11月 22日（金）

～ 12月 18日（水）　

【１次試験】
　�９月 16日（月）
【２次試験】
　�10 月 15日（火）

～ 20日（日）　
【３次試験】
　11月 16日（土）

～ 12月 19日（木）　

※試験場など、詳しくは下記までお問い合わせください。
問�自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所（航空自衛隊百里基地内）　☎０２９９－５２－１３６６

▶期間　７月 20日（土）～８月 31日（土）
　　　　　（月曜日休館）
　※�水温、気温等の状況により利用できない場合があ
りますので、ご来館の際はご確認をお願いします。

▶入場時間
　①午前の部　9：00～ 11：50
　②午後の部　13：00～ 16：50
　③夜間の部　17：00～ 18：50
　　　　　　　（最終入場午後６時）
▶入場料金　市内小・中学生　100円
　　　　　　市内高校生以上　200円
▶注意
　（１）浮輪等の使用は禁止です。
　（２）次に該当する方は入場できません。
　　①目、耳、皮膚に病気のある方
　　②�心臓病、貧血・てんかん等の病気のあ

る方
　　③�小学２年生以下で保護者の付き添い

が無い方
　　④酒気を帯びている方
問�行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　�行方市玉造甲 3185
　�☎０２９９－５５－３２１１

玉造 B&G 海洋センター
プール  一般開放

　このたび、麻生運動場多目的グラウンドの
工事が完了し、６月 29日（土）から利用受
付を開始します。
▶利用時間　8：30～ 22：00
問・申�
　麻生体育館（8：30～ 22：00）
　　☎０２９９－７７－０７９１
　麻生運動場多目的グラウンド　
　　平日（17：00～ 22：00）
　　土日祝日（8：30～ 22：00）
　　☎０２９９－７７－３９５５

麻生運動場多目的グラウンド
6 月 29 日～利用受付開始

　放送大学では、10代から 90 代の幅広い
世代の学生が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、さまざまな目的で学んでいま
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。
　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。
▶出願期間　第１回　８月 31日まで
　　　　　　第２回　９月 20日まで
問�放送大学茨城学習センター
　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学
2019 年 10 月入学生募集

ご存知ですか？高次脳機能障害
高次脳機能障害者支援相談窓口

　「高次脳機能障害」とは、頭を強くぶつけ
たり、脳卒中等の病気で脳に受けたダメージ
を原因とした後遺症です。
▶主な症状
　・新しいことが覚えられなくなる
　・気が散りやすく作業を長く続けられない
　・段取りよく仕事ができなくなる
　・ささいなことで怒ったりイライラする
　高次脳機能障害は、誰にでも起こりうる障
害です。一人で悩まないで、お気軽にご相談
ください。
問�茨城県高次脳機能障害支援センター
　☎０２９－８８７－２６０５
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