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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。

　親子で楽しくふわふわパンケーキを作って、
一緒に試食しましょう。行列のできるパンケー
キ屋さんにも負けないくらいのふわふわに挑
戦してみませんか？
▶期日　８月 23日（金）
▶時間　10：00～ 12：00
▶場所　玉造公民館　調理室
▶講師　管理栄養士　杉山美智子氏
▶対象　市内在住の小学生以上親子
▶定員　６組　※定員になり次第締切
▶材料費　親子１組 500円
　　　　　※兄弟の場合、１人につき 100円プラス
▶持参品　三角巾、エプロン
▶申込開始　８月６日（火）～先着順
▶申込方法　�下記まで、電話または FAX で

お申し込みください。
※�食物アレルギーのある方は、事前にお問
い合わせください。

問・申�玉造公民館
　�☎０２９９－５５－０１７１
　� FAX ０２９９－５５－０１７２

夏休み親子講座
ふわふわ大作戦～親子でパンケーキを作ろう～

　個人事業税は、県内で事業を営んでいる
個人の方に、前年中の所得金額に対して課
税される税金です。
　納期は、毎年８月と 11月の２期に分かれ
ています。今月はその第１期分の納期となっ
ており、納期限は９月２日（月）です。期
限内に完納されるようお願いします。
　なお、個人事業税の納税には「口座振替
制度」がありますので、ぜひご利用ください。
問�茨城県行方県税事務所　課税第一課
　�☎０２９９－７２－０４８３

８月は個人事業税第１期分の納期です

サンセットフェスタ in 天王崎 2019

　霞ヶ浦湖上で開催される花火大会。湖岸を
一望できる天王崎公園では、晴れた日の夕
方にはオレンジ色に染まる空と霞ヶ浦。そ
の湖上から打ち上げられる花火が水面に映
し出される様子も楽しめます。
　皆さまお誘いあわせの上、ぜひご来場く
ださい。
▶期日　８月 10日（土）
　　　　※悪天候時は翌 11日（日）に延期
▶時間　花火大会セレモニー 19：00～
　　　　花火大会 19：30～
▶場所　天王崎公園
問�行方ふるさと活性化委員会（行方市商工会内）
　�☎０２９９－７２－０５２０

令和初！なめがた肉フェス !!SUMMER

　４月に開催し、大盛況だった「なめがた
肉フェス !!」を夏休みにあわせて開催します。
　おいしい肉を食べて、遊んで、楽しい一
日を過ごしてください。
▶期日　８月12日（月・休）～８月14日（水）
▶時間　10：00～
▶場所　霞ヶ浦ふれあいランド親水公園
　　　　（虹の塔周辺）
▶内容　�テントグルメ・フリーマーケット・

レンタサイクル・ボルダリング体験
（虹の塔内）・ハムスターボールプー
ル・鯉釣り体験およびカヌー体験（天
候等により実施しない場合あり）・
バーベキューセット貸し出し　等

問�行方市開発公社�☎０２９９－５５－３９２７

　ウォーキングやストレッチ・筋トレ・イ
スに座った運動などを行います。
▶期日　10月９日～ 11月 27日
　　　　　（毎週水曜日、全８回）
▶時間　13：30～ 15：00
▶場所　�地域包括支援センター（旧玉造保健

センター）
▶講師　健康運動指導士　坂本孝宏先生
　　　　　　　　　　　　神林美緒先生　
▶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

▶定員　20人　※定員になり次第締切
▶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　８月 30日（金）
問・申��地域包括支援センター
　　　☎０２９９－５５－０１１４

65 歳からの介護予防教室
「元気くらぶ」受講生募集

　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　９月８日（日）
▶時間　9：30～ 18：30（受付 9：00～）
▶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　�８月 19日（月）8：30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。

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

令和元年度第１回上級救命講習会

2019 年度 茨城県不妊専門相談センター
妊活会のご案内

▶期日　９月１日（日）
▶時間　14：00～ 16：00
▶テーマ　誰にでもわかる妊活
　　　　　　～みんなでこころと体のストレッチ！～
▶対象　�女性限定。不妊症について知りたい方
▶定員　15人　　▶参加費　無料
▶場所　茨城県三の丸庁舎（水戸市三の丸 1-5-38）
▶申込方法　�下記まで、電話でお申し込みく

ださい。
▶申込締切　８月 26日（月）
※�軽く体を動かします。動きやすい服装でお
越しください。

問・申�茨城県産婦人科医会
　　　☎０２９－２４１－１１３０
　　　（平日 9：00～ 15：00）

▶期日　９月７日（土）、11月 16日（土）
▶時間　9：30～ 12：30
▶場所　白十字看護専門学校（神栖市賀2149-5）
▶申込方法　�電話かホームページから、お申

し込みください。
▶申込締切　見学会の前日 17：00まで
問・申�白十字看護専門学校
　�☎０２９９－９２－３８９１
　� URL �http://www.hakukan.ac.jp/

白十字看護専門学校
学校見学会

　法律、司法、行政、税務、
社会保険、不動産等の問題
について、専門家である各
士業が連携し、相談に応じ
ます。
▶期日　９月１日（日）
▶時間　9：30～ 15：00
▶場所　茨城県産業会館　大会議室
　　　　　　　　（水戸市桜川 2-2-35）
▶参加団体　�茨城県弁護士会
　　　　　　茨城司法書士会
　　　　　　茨城県行政書士会
　　　　　　関東信越税理士会茨城県支部連合会
　　　　　　日本公認会計士協会東京会茨城県会
　　　　　　茨城県社会保険労務士会
　　　　　　茨城土地家屋調査士会
　　　　　　茨城県不動産鑑定士協会
▶申込方法　�当日会場にて、お申し込みくだ

さい。原則、相談時間は 30分
以内とさせていただきます。

問�担当会：�関東信越税理士会茨城県支部連
合会　☎０２９－２２１－８７８６

令和元年度茨城県八士会
無料相談会

　トリプル発達障害の沖田×華先生を再び
お迎えして、当事者が望む支援について考え
ます。
▶講師　佐藤奈美医師
▶コメンテーター　漫画家　沖田×華先生
▶内容　発達障害について
▶期日　８月 27日（火）
▶時間　14：00～ 15：15
　　　　（受付 13：30～）
▶場所　鹿嶋市勤労文化会館　大ホール
▶対象　�精神障害者支援に携わる方、教育関係、

公的機関、一般の方
▶参加費　無料
▶申込方法　�氏名・所属・職種等を記入の上、

FAXでお申し込みください。
※一般の方は申込不要。
▶申込期限　８月 16日（金）
問・申�主催：公益財団法人鹿島病院
　　　�☎０２９９－８２－６５３８

鹿島病院からのお知らせ
研修会「発達障害ってどんな障害？」



☆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」
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。

問・申�
企画政策課（麻生庁舎）
�☎０２９９－７２－０８１１
▶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主催

 【30 代】ざ・飲み会 !
　～ 飲み放題ではありません ～　

日　　時　９月 21日（土）18：00～ 20：30
場　　所　鹿行地域
対　　象　30～ 39歳の独身男女各８人
　　　　　※応募者多数は抽選
受付期間　８月９日（金）～９月４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

問�行方市体育協会事務局（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

　台風や雷・豪雨の影響による樹木接触・倒
壊や飛来物などにより、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。
　電線に樹木や看板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、ホームページからご確認いた
だけます。

　 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～

第 19回行方市民
チャリティーゴルフ大会

▶期日　９月 26日（木）
▶時間　7：30スタート
▶場所　�ノースショアカントリークラブ
▶参加資格　市内在住・在勤の方
▶募集人数　先着 200人（50組）
▶参加費　3,000 円
▶プレー費　6,800 円（�乗用・セルフ・食事付税込）
▶競技方法　�18 ホールストロークプレー　
　　　　　　新ペリア方式
▶申込方法　�参加申込書に氏名・住所・電

話番号・生年月日を記入の上、
FAXでお申し込みください。

▶申込先　北浦ゴルフガーデン
　　　　　☎FAX ０２９１－３５－２６３４
▶申込期限　９月 11日（水）

　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。
　皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
◆第 13回収録
▶日時　８月24日（土）15：00～ 17：00
▶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）
▶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　８月 16日（金）
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

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

《�ガス溶接技能講習�》
▶期日　�10月２日（水）、３日（木）の２日間
▶時間　8：50～ 17：00
▶内容　�労働安全衛生法に基づく技能講習

（修了者には修了証を交付）
　　　　�ガス溶接等に用いる可燃性ガスおよ

び酸素の知識、関係法令、実技等
　　　　※18歳未満の方は就業制限があります。
▶持参品　作業服、帽子、安全靴等、
　　　　　証明写真（30mm× 24mm）
▶定員　20人（抽選）
▶受講料　2,750 円（テキスト代含む）
▶申込期間　８月５日（月）～８月 28日（水）
《�建築 CAD（JW_CAD）基礎講座�》
▶期日　�10 月 21 日（月）、24 日（木）、　

28日（月）、29日（火）、31日（木）
の５日間

▶時間　18：00～ 21：00
▶内容　�基本的な建築図面の作成実習（平

面図、立面図、外観パース）
　　　使用予定ソフト：JW_CAD（Windows）
▶定員　15人（抽選）
▶受講料　3,040 円（テキスト代含む）
▶申込期間　８月26日（月）～９月18日（水）
■各講座共通
　申込方法　�往復はがきまたはホームペー

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://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/

kasansen/kunren/index.html

令和元年度「北方領土に関する
標語・キャッチコピー」募集

就農希望者の方へ
農場見学＆就農相談会 in 県西（筑西市）

▶期日　８月 24日（土）
▶時間　10：10～ 15：30
▶場所　筑西市
▶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
▶募集人数　30人
▶参加費　無料（昼食代各自負担）
▶申込方法　下記までお申し込みください。
問・申�茨城県新規就農相談センター
　　���☎０２９－３５０－８６８６

▶内容　�北方領土に関するもので、啓発
グッズ等をはじめとしたさまざま
な世論啓発の場で使用する標語や
キャッチコピー

▶応募資格　どなたでも応募できます。
▶応募方法　�「はがき」「封書」「FAX」「電

子メール」または「公募情報専
門WEBサイト」で、①応募作
品（ひらがなで作品の読み方も
記載）②郵便番号③住所④氏名
（ふりがな）⑤年齢⑥性別⑦電
話番号⑧職業⑨この募集を何
で知ったか�を明記

　　　　　　　※複数回の応募可。入選は１人１作品

▶応募先
　【はがき・封書】
　　�〒 105-0011 東京都港区芝公園 1-8-21
　5F（（株）公募ガイド社内）

　　�「令和元年度北方領土に関する標語・
キャッチコピー募集係」宛

　【FAX】０３－５４０５－２０６１
　【電子メール】hoku@koubo.co.jp
▶申込締切　�９月 30日（月）（締切当日消印、

到着メール・FAX有効）
問��令和元年度北方領土に関する標語・キャッ
チコピー募集係

　�☎０３－５４０５－２０６４

なめテレ　出演・観覧者募集！
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

行方市主催

 なめがた版オトナ婚活
　～行方市の男性とプチお見合いしませんか？～
　ご希望の年齢等にあった男性と、少人数でお
話ししませんか。
　お申し込み後、行方市在住の男性とのプチお
見合いをセッティングします。
　お一人でも友達と一緒でも、お気軽にお問い
合わせください。
対　　象　30歳代の独身女性

司法書士による養育費に関する電話相談
「あきらめないで　全国一斉養育費相談会」

　法律改正により、養育費の支払いが強化さ
れます。
　茨城青年司法書士協議会（共催：茨城司
法書士会）と全国青年司法書士協議会では、
養育費に関する電話相談会を開催します。
▶期日　９月７日（土）
▶時間　10：00～ 16：00
▶電話番号　０１２０－５６７－３０１
　　　　　　（当日のみの専用番号）
※相談は無料です。秘密は厳守します。
問�茨城青年司法書士協議会（担当：田中）
　�☎０２９－２９１－７８５６

ひとり親家庭の母・父のための
パソコン講習会

　就職に必要な知識や技能を身に付ける就
職支援パソコン講習会です。
（１）�エクセルの基本操作、データ入力、表

作成、簡単な関数等
（２）�ワードの基本操作、書式設定、簡単な

文書作成等
▶期日　（１）９月28日（土）、10月12日（土）
　　　　（２）10月26日（土）、11月９日（土）
▶時間　9：30～ 15：30
▶場所　クリエートパソコン教室
　　　　　（水戸市北見 8-12）※無料駐車場有

▶定員　�各15人程度（応募者多数の場合は抽選）
※託児所付き（要予約・2歳以上）

▶対象　�ひとり親家庭の母・父および寡婦
で、パソコン初心者で 2日間必ず
出席できる方

▶自己負担費　1,000 円（テキスト代など）
▶応募締切　（１）9月 13日（金）
　　　　　　（２）10月 11日（金）
問・申�茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　☎０２９－２３３－２３５５


