市報 行方

令和元年 10 月 1 日 № 151

企画部 情報政策課
（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

お知らせ版

花植え会を開催します！

令和２年

～たくさんの花で行方ふれあいまつりを盛り上げましょう～

11 月の行方ふれあいまつり開催を前に、

市内外から訪れるたくさんの来場者を色

行方市成人式のご案内

市では、成人式の意義を考え、次代を担

とりどりの花でお出迎えしましょう。皆さ

年行方市成人式を開催します。
▶期日
▶内容

まのご参加をお待ちしています。
▶日時

10 月 26 日（土）10：00 ～

▶場所

霞ヶ浦ふれあいランド
（水の科学館階段前集合）

▶持参品

手袋、スコップ、水筒

※申込不要
※小 雨決行（荒天の場合は、翌 27 日（日）
に順延します。27 日も荒天の場合には、
行方市開発公社  ☎０２９９－５５－３９２７

○式典

午前９時～

午前 10 時～

○アトラクション
○記念撮影
▶会場

午前 11 時～

正午～

※記念撮影が終わり次第解散
市文化会館（山田 2175）

※内 容は実行委員会で検討するため、変更
になる場合があります。

※対象となる方へは、11 月下旬にご案内の

はがきを郵送します。詳しくはお問い合

中止とします）
問

令和２年１月 12 日（日）
○受付

わせください。
問

生涯学習課（北浦庁舎）

▶日時

10 月 18 日（金）13：00 ～ 15：30

▶場所 なめがたファーマーズヴィレッジ
2 階セミナールーム
▶日時

10 月 27 日（日）13：00 ～ 15：30

▶場所

天王崎観光交流センターコテラス
2 階会議室

問

な点については、お問い合わせください。

健康増進課（行方市保健センター内）
☎０２９１－３４－６２００

問・申

明治元年に水戸に生まれた近代日本美術
の巨匠、横山大観の作品約 45 点を展示。
▶期間

10 月 27 日（日）まで
※休館日：10 月 15 日（火）
、21 日（月）

▶時間

9：30 ～ 17：00

▶場所

茨城県近代美術館

▶料金

一般 310 円  満 70 歳以上 150 円 他

※同時開催の企画展「憧れの欧米への旅

竹久

夢二展」のチケット（当日のみに限る） でご覧
になれます。
問

茨城県近代美術館 ☎０２９－２４３－５１１１

つな

▶期日

11 月 10 日（日）

▶場所

鉾田水処理センター

▶時間

▶内容

8：30 ～ 12：30
（鉾田市安塚

約９km のウォーキング

▶募集人数

200 人

▶参加費

問・申

北浦湖岸沿い）

ご み拾いをしながら、北浦湖岸の

（小学生以上で完歩できる方）

100 円（保険料等。当日集金）

▶申込方法

☎０２９－３０５－３７３１

第17回

たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

▶申込締切

茨城県行政書士会事務局

○電話による無料相談○
期日 毎週木曜日（祝日を除く）
時間 13：30 ～ 16：30
☎ ０２９－３０５－３７３１

○健康診査受診券（はがき）を郵送しますので、ご

○健康診査受診券（はがき）が届かない等、ご不明

茨城県近代美術館

する相談に、直接お答えします。

入している医療保険者にご確認ください。

ださい。

茨城国体開催記念 企画展示＜横山大観＞

行政書士が、暮らしと役所の諸手続きに関

自らが望む、人生の最終段階の医療ケアに
ついて、一緒に考えてみませんか。
麻生地区
10/23（水）・10/24（木）
▶期日 10 月 20 日（日）13：00 開場
（各地区巡回）
10/25（金）・10/26（土）
【第１部】13：30 ～ 14：00
11/18（月）・11/19（火）
ミニ講演会「もしもの時のために」
玉造地区
11/20（水）・11/21（木）
講師 北浦診療所 村井三哉先生
（各地区巡回）
11/22（金）・11/24（日）
【第２部】14：00 ～ 15：30
シンポジウム
北浦地区
11/27（水）・11/28（木）
（行方市保健センター） 11/29（金）・11/30（土）
「あ なたの生（逝）き方、大切な人につた
えていますか？」
受診会場は、受診券をご覧ください。住んで
いる地域に関係なく、どこの会場でも受診で ▶場所 市文化会館（山田 2175）
▶対象 一般住民の方、医療・介護施設関係
きます。
者など
○外国人（技能実習生等）の方は、受診券発行のた
▶料金 無料
め事前の申し込みが必要です。
※在留カード・国民健康保険被保険者証を持参の上、 ▶申込方法 電話でお申し込みください。
健康増進課（行方市保健センター）に直接お申し ○行方市版エンディングノートを進呈します。
問・申 行 方市地域包括支援センター（旧玉造
込みください。
保健センター）☎０２９９－５５－０１１４
○社会保険扶養の方は、健康保険組合（共済組合等）
からの「特定健康診査受診券」が必要なため、加

10 月 25 日（金）

電 話か FAX で、お申し込みく
ださい。

北浦水質レスキュー隊連絡会議（茨城
県鹿行県民センター環境・保安課）

横山大観「山に因む十題 霊峰四趣 秋」
昭和 15（1940）年  ポーラ美術館蔵

☎０２９１－３３－６０５６
FAX ０２９１－３３－５６３８

資格取得で就職へのステップを

在宅医療・介護連携推進講演会

日 程

確認の上、ご都合の良い日に持参し、受診してく

☎０２９１－３５－２１１１

茨城県行政書士会鹿行支部
無料相談会

住民健診

地 区

会場となる霞ヶ浦ふれあいランドにおいて、 う新成人の門出を祝い励ますため、令和２
花植え会を開催します。

令和元年度

鹿島産業技術専門学院 2020 年度学生募集

▶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

【Ａ日程】

出願期間

試験日

11 月１日（金）

出願期間

11 月 11 日（月）～ 12 月６日（金）

【Ｂ日程】
試験日

12 月 13 日（金）

○ 10 月 27 日（日）と 11 月 21 日（木）に、
オープンキャンパスを開催します。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

第９回コーラスフェスタ in かとり

笑顔で楽しく脳も体も活性化！
「活き活き健康教室」受講生募集
集中的に必要に応じた介護予防のためのプ
ログラムを提供することにより、活動的な生
活を目指すものです。
①認知症予防の為に、脳を活性化するレクリ
エーション
②転倒予防の体操
③専門職による栄養の取り方や口腔ケア、福
祉用具などのアドバイス
▶期日 11 月 20 日～令和２年１月 29 日
（毎週水曜日、全 10 回コース）
▶時間 10：30 ～ 12：15
▶場所 行方市地域包括支援センター（旧玉
造保健センター内）
※希望者には、送迎があります。
▶対象 市 内 在 住 65 歳 以 上 の 事 業 対 象 者
（生活機能に不安を抱えている方等）
および要支援認定者（通所型サービ
スを除く）
▶定員 20 人（定員になり次第締切）
▶料金 １回につき 250 円
（所得に応じて 500 円または 750 円）
▶講師 リハビリ専門職（アール医療福祉専
門学校等）
▶申込締切 10 月 18 日（金）
▶申込方法 電話でお申し込みください。
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

10 月７日（月）～ 10 月 25 日（金）

香取市内を中心に活動するコーラスグ

ループが集い、合唱祭を開催します。
▶期日

10 月 20 日（日）

▶場所

香取市佐原文化会館

▶時間

開場 13：00

▶入場料
問

開演 13：30

無料

コーラスフェスタ in かとり実行委員会（上野）
☎０９０－１２６５－４５６２

令和元年度

文化講演会

▶期日

11 月 10 日（日）

▶場所

市文化会館  大ホール（山田 2175）

▶時間
▶内容

13：00 ～ 16：00

「藩校弘道館と偕楽園

－創設者徳川斉昭が目指したもの－」
 道館事務所 主任研究員 小圷のり子氏
弘

「大塲家歴代の人々」
茨城地方史研究会 会長 久信田喜一氏
問

公益財団法人 大山守大塲家保存協会
☎０２９９－５５－３２３０

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。

参加者募集！
ヘルシーボール体験教室
ヘルシーボールとは、オレンジと黒のだ円の
ボール（直径約 90cm）をバレーボールのよ
うに打ち返すスポーツです。
初めて見る方は、ボールの大きさに驚くか
もしれません。必ず２人以上がボールに触れ
ないと、相手コートに打ち返せないなどのルー
ルがあります。幼児からシニアまで、幅広い年
齢の方が誰でも楽しめるスポーツです。

▶期日 10 月 20 日（日）
▶時間 9：00 ～ 11：30
▶場所 麻生運動場体育館
▶対象 小学生以上の市民
▶募集人員 100 人
▶参加費 無料
▶申込方法 電話または FAX
▶申込締切 当日まで可
▶持ち物 運動ができる服装、飲み物、タオル

第 30 回社会人サッカー大会
▶期日 11 月 10 日（日）・17 日（日）
▶時間 集合 8：00 試合開始 9：00
▶場所 麻生運動場多目的グラウンド
▶参加資格 市内在住・在勤者（高校生を除く）
▶参加費 １チーム 3,000 円
▶申込方法 電話または FAX
▶申込締切 11 月１日（金）17：00
※代 表者会議を、11 月２日（土）19：00 から北
浦運動場体育館会議室で行います。参加チーム代
表者は出席願います。

10 月 26 日（土）※小雨決行

▶時間

霞ヶ浦ふれあいランド野外ステージ
15：00 集合 17：00 解散予定

▶コース

霞 ヶ浦ふれあいランドから麻生

▶参加費

１人 300 円

▶申込締切

方面

▶期日・時間・内容
11 月６日（水）
▶期日 10 月 24 日（木）
  9：15 ～ 12：00 学校公開（公開授業）
▶場所 山梨県  パノラマ台（烏帽子岳予定）
13：00 ～ 14：30 福祉事業所合同説明会
▶対象 市
 内に住所を有する方
11
月８日（金）
▶募集人員 40 人
13：00 ～ 14：15
▶参加費 １人 5,000 円（バス代・入浴料・そ
オ リンピックパラリンピック教育推進
の他諸経費含む）
事業講演会
▶申込方法 必 ず 往 復 は が き で 申 し 込 み、
11
月
15 日（金）
１枚で２人までとします。
10：45 ～ 11：45
▶募集期間 10 月１日（火）～ 10 月 16 日（水）
アートフルステージ（中国雑技）
必着
11 月 28 日（木）
〈往復はがき 記載例〉
9：20 ～ 10：20
※こ の欄は、記入しない
★往信面 見開き
座談会「 発達が気になる子の子育てサ
でください。
〒 311-1704
ポートの仕方」
行方市山田 2175
10：30 ～ 11：30
行方市体育協会事務局 行
文化芸術体験出前講座（音楽鑑賞）（小・
中学部）、作業学習授業公開（高等部）
日帰り軽登山申込み
13：20 ～ 14：10
☆復信面 見開き
行方市行方△□ -1
作業学習授業公開（作業製品販売と体験）
〒 311- □□□□
行方市行方△□ -1
行方

花子

行 方 花 子 60 歳 女
0299-77- □△×○
行方市行方○○ -2
行方 みこっと 30 歳 女
0299-77- ○×△□

※参加申込による個人情報は、目的外には使用しません。

問

生涯学習課スポーツ推進室（北浦体育館内）

☎０２９１－３５－２１２０FAX０２９１－３５－３８５４

往復５km を予定

10 月 19 日（土）

▶期日
▶時間

なめふれハイキング

 1 月 24 日（日）※雨天決行
1
玉造運動場８：00 集合
16：00 解散予定
▶行き先 道の駅きたかわべ＆渡良瀬遊水池
「谷中湖」の散策コース
▶募集人数 10 人程度 ※定員になり次第締切
▶参加費 １人 4,000 円
▶申込締切 10 月 31 日（木）

※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 N
 PO 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

2019 年度
茨城県立水戸聾学校 学校公開

学校公開

※中学部・高等部

▶申込方法

第２回 11 月７日（木）９：00 ～ 12：50
▶場所

茨城県立水戸聾学校

▶内容

授業公開・施設見学・補聴器および
難聴擬似体験など

詳 細 は ホ ー ム ペ ー ジ（http://www.mitosd.ibk.ed.jp）をご覧ください。
▶申込方法

ホ ームページから申込用紙を
ダウンロードし、FAX または
E メールで申し込むか電話でご
連絡ください。

問・申

☎０２９－２４１－１０１８
FAX ０２９－２４１－８１４８
E-mail

koho@mito-sd.ibk.ed.jp
公共職業訓練

パソコン簿記会計科 受講生募集

※前 日までに管轄のハローワークで職業相

▶定員

20 人

※受講料無料

▶募集期間

▶場所
▶対象

行方市情報交流センター

（旧麻生保健センター内）
①番組出演

②観覧

市内在住・在勤の方

番組出演

▶申込締切

10 月 11 日（金）

▶申込方法

☎０２９９－７７－８３７０

勝田駐屯地・施設学校
開設 68 周年記念行事

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

▶期日

11 月 10 日（日）

▶時間

9：00 ～ 15：30 一般開放

▶場所

陸上自衛隊勝田駐屯地

▶内容

記 念式典、アトラクション、訓練
展示、装備品展示、戦車等体験試乗、
野外音楽演奏、ちびっこ広場、模

６組

電話かメール

name-tv@city.namegata.lg.jp

アントラーズの聖地「カシマサッカースタジア
ム」の、普段入ることのできない気品あふれるラ
ウンジや最新のミュージアムを体験しながら、新
たな出会い、新たな恋を見つけてみませんか？
日時

11 月３日（日）受付 10：30 ～

場所

茨城県立カシマサッカースタジアム

対象

おおむね 30 歳代の独身男女各 11 人
※男性は行方市、潮来市在住・在勤の方
（応募者多数は抽選）

受付期間

10 月 16 日（水）必着

問・申

行方市企画部企画政策課
☎０２９９－７２－０８１１（内線 222）
潮来市市民福祉部子育て支援課
☎０２９９－６３－１１１１（内線 388）
▶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」

アイテックパソコンスクール神栖校

どなたでも大歓迎

▶募集人数

恋するカシマサッカースタジアム

10 月１日（火）～ 11 月７日（木）

談を行い、申込願書を提出

◆第 15 回収録

10：00 ～ 12：00

～令和２年２月 28 日（金）

テキスト代 10,000 円（税抜き）

皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
10 月 19 日（土）

12 月２日（月）

▶費用

問・申

行方市・潮来市主催

茨城県立水戸聾学校（担当：齋藤）

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♪」

▶日時

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。

第１回 10 月 19 日（土）９：30 ～ 12：00

▶訓練期間

MC を務める市民参加型の歌番組です。

☆行方市からの婚活情報☆

▶期日

10 月 28 日（月）までにお申
し込みください。
問・申 茨城県立鹿島特別支援学校
（教務主任 佐藤）
☎０２９９－８２－７７００
FAX ０２９９－８４－１５７６

なめがた大使で歌手の奈良崎正明さんが

サンセットウォーキング

▶期日

秋の日帰り軽登山

令和元年度
茨城県立鹿島特別支援学校

擬売店ほか
※詳しくは、施設学校 HP をご覧ください。
※天候等により、内容を変更する場合があり
ます。
問・申   陸上自衛隊勝田駐屯地広報班

☎０２９－２７４－３２１１（内線 290・291）

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

11,000 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

