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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。

　こころの健康には、適切な食事、運動、休
養（睡眠）が大切です。メンタルを強くする
食事から睡眠対策まで、普段の生活に取り入
れやすい活用方法をご紹介します。
▶期日　12 月 13日（金）
▶時間　13：30～ 15：00（受付 13：15～）
▶場所　�行方市保健センター（旧北浦保健セ

ンター）
▶講師　株式会社DHC特別研究顧問
　　　　医学博士　蒲原�聖可先生
▶募集人数　80人（定員になり次第締切）
▶参加費　無料
▶申込締切　12月 11日（水）
問・申��健康増進課（行方市保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

こころの健康セミナー
こころの健康のための食事・運動・睡眠最新情報

　蓮城院虚空蔵菩薩ご宝前にて
護摩祈とう後、麻生陣屋通り商
店街から麻生藩家老屋敷までを
行列していただきます。
▶期日　2月16日（日）※小雨決行
▶会場　蓮城院（麻生 1122-1）
▶費用　8,000 円
　　　　（�稚児貸衣装、草履、足袋、着付け等）
▶募集人数　20人�※先着順、定員になり次第締切
▶募集年齢　５歳から７歳までの男女
▶申込方法　下記までお申し込みください。
▶申込締切　１月 31日（金）
○�お稚児さんとは、虚空蔵菩薩様のご加護を受け、
お子さまの心豊かなる成長と幸福を願い、装束を
身に着けて参加していただくものです。
問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

第８回行方の雛まつり「稚児行列とテント市」
お稚児さん募集

▶期日　12月 17日、24日、
　　　　１月７日、14日、21日、28日
　　　　（火曜日　全６回）
▶時間　午後７時～午後９時
▶場所　麻生公民館 3階多目的室
▶受講料　1,000 円
▶持ち物　裁縫道具、化繊綿
▶募集人数　10人（先着順）
▶申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申�行方市商工会�☎０２９９－７２－０５２０

第８回行方の雛まつり
やさしいつるし飾り教室

　市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法
第 383条の規定により、毎年１月１日（賦課
期日）現在の償却資産の所有状況について申
告していただくことになっています。
　令和２年度分の申告期限は、１月31日です。
12月中旬頃の通知にて申告のご案内をさせて
いただきますので、よろしくお願いします。
問�税務課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

固定資産税（償却資産）
申告のお知らせ

自動車税（種別割）のお知らせ

　自動車税（種別割）は、毎年４月１日現在
の登録上の所有者（割賦販売の場合は使用者）
に課税される税金です。
　自動車を譲渡した場合や住所を変更した場合
は、運輸支局で登録変更手続きが必要ですので、
お心当たりの方は至急手続きをしてください。
　手続きが未了の場合、名義人に納税の義務が
発生し、滞納になった場合は処分の対象となり
ます。ご不明な点は、お問い合わせください。
※�令和元年 10月１日以降、自動車の排気量等に応
じて毎年かかる自動車税は「自動車税（種別割）」
に名称が変更になりました。
▶登録変更
　問�茨城運輸支局　☎ 050-5540-2017
▶自動車税（種別割）
　問�行方県税事務所収税課��☎ 0299-72-0482
▶茨城県（税金）のホームページ
　 URL �http://www.pref.ibaraki.jp/kurasu/

zeikin/index.html

　霞ヶ浦を望むロケーションで、会議やカ
ルチャースクールなどはいかがですか？
　大型ミラー常設設置！ダンスやヨガレッ
スンなどにも最適です。Wi-Fi、ホワイトボー
ドも完備しています。
　事前に予約が必要ですので、詳細はお問
い合わせください。
▶営業時間　9：00～ 22：00
▶定休日　毎週水曜日
▶料金

会議室等ご利用のご案内
天王崎観光交流センターコテラス

午前の部
9：00～ 13：00

午後の部
13：00～ 17：00

夜間の部
17：00～ 22：00

会議室 1,000 円 1,000 円 1,500 円
活動室 1,000 円 1,000 円 1,500 円
多目的室 1,500 円 1,500 円 2,250 円
野外ステージ 1,500 円 1,500 円 2,250 円

問・申�天王崎観光交流センターコテラス
　　　☎０２９９－８０－６６２２

　農林水産省では、令和２年２月１日現在で
「2020年農林業センサス」を実施します。
　農林業センサスは、農林業の実態を明らか
にし、国や都道府県、市区町村はもちろん、
各方面にわたり、広く利用できる総合的な統
計資料を得るための調査です。
　全国の農家や林家をはじめ、すべての農林
業関係者を対象に行われる「農林業の国勢調
査」ともいうべきものです。
　皆さまのお宅や会社等に調査員が調査に
伺いましたら、ご協力をお願いします。
問�情報政策課（麻生庁舎）
　�☎０２９９－７２－０８１１

2020 年農林業センサスが実施されます

　本校は「開かれた短期大学校」としてＩＴ
のプロフェッショナルを育成する県立の学校
です。
　この度、「特別推薦入試」を実施しますの
でお知らせします。
▶受付期間　�12 月 18日（水）

～令和２年１月 17日（金）
▶選考日　�１月 25日（土）
▶場所　�茨城県立産業技術短期大学校
　　　　（水戸市下大野町 6342）
▶試験科目　適性検査・面接
▶対象者
　�・高等学校既卒者で 25歳以下の方
　・�ＩＴの技術を身に付け就職したいと考え
ている方

※詳しくは、電話にてお問い合わせください。
問・申�茨城県立産業技術短期大学校
　　　☎０２９－２６９－５５００

茨城県立ＩＴ短大
「特別推薦入試」のご案内

　積雪の影響による樹木接触や倒壊などに
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、東京電力パワーグリッドホー
ムページから確認できます。
　 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～

　求職者の皆さまにより詳しい求人情報を提
供できるよう、求人票の様式変更や公開方法
が変わります。
　このことにより、求人事業主の皆さまには、
求人条件などについてさらに詳しい情報等の
登録を行っていただく必要があります。
　詳細は、最寄りのハローワークにお問い合
わせいただくか茨城労働局のホームページで
ご確認ください。
問�ハローワーク常陸鹿嶋
　�☎０２９９－８３－２３１８

令和２年１月６日から
ハローワークの求人票と公開方法が変わります

　放送大学は、10代から 90 代の幅広い世
代、約９万人の学生が、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。
▶出願期間　第１回　２月 29日まで
　　　　　　第２回　３月 17日まで
※�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。

問�放送大学茨城学習センター
　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学
2020年４月入学生（第１学期生）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す。
　皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
▶日時　12月 13日（金）14：00～ 16：00
▶場所　�行方市情報交流センター
　　　　（旧麻生保健センター内）
▶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
▶申込締切　12月９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

なめテレ　出演・観覧者募集！第 16回収録
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

　最新テクノロジーに裏打ちされた福祉機器な
どを知るまたとない機会です。視覚障害者の方
はもちろんのこと、ご家族やボランティアの方
など、多数のご参加をお待ちしています。
▶日時　12月 22日（日）10：00～ 15：00
▶場所　水戸駅ビル・エクセル本館６階
　　　　エクセルホール（水戸市宮町 1-1-1）
▶出展品（予定）
　白杖、拡大読書器、点字ディスプレイ、遮
光眼鏡、音声時計、音声案内付き調理家電、
パソコン用読み上げソフトなど多数
問�社会福祉法人茨城県視覚障害者協会
　☎０２９－２２１－００９８

見えない方・見えにくい方のための福祉機器展
みて、ふれて、体験して、福祉機器の今を知ろう！



☆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　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

行方市・土浦市・かすみがうら市主催

 恋する♥イルミネーション　
日　　時　１月 25日（土）14：30～
　　　　　　（受付 14：00～）
場　　所　霞浦の湯（土浦市大岩田 255）
対　　象　20～ 39歳の独身男女各 18人
　　　　　（�男性は行方市、土浦市、かすみがうら市

在住に限る）※応募者多数の場合は抽選
受付期間　12月 10日（火）～１月 10日（金）
申込方法　�こちらのＱＲコードからお申し込み

ください。

問���企画政策課（麻生庁舎）
☎０２９９－７２－０８１１（内線 222）

参加者募集！
スキー教室（苗場スキー場）

▶期日　1月 17日（金）～１月 19日（日）
▶集合・出発時間
　１月 17日（金）　午後 7時 30分（1.5 泊）
▶集合場所　玉造 B&G海洋センター
▶対象　市内在住・在勤者
▶人数　40人（定員になり次第締切）
▶場所　苗場スキー場（新潟県）
▶参加費　一般　　25,000 円
　　　　　小学生　20,000 円
▶その他　�中学生以下はグループに 1人以

上の保護者同伴。
　　　　　�昼食代２回、夕食代１回、レンタ

ルスキー料金は個人負担（２日で
約 3,000 円）。

▶申込方法　�住所、氏名、年齢（学年）、電話
番号、勤務先（学校名）、スキー
板の有無（レンタル希望の方は、
身長・靴サイズ）を明記して、
はがきまたは FAXでお申し込み
ください。

▶申込締切　12月 27日（金）

問�生涯学習課スポーツ推進室（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

鹿行スポーツボウリング推進協議会主催
無料体験スクール

▶日時
　　①１月 28日（火）
　　　午前 10時 15分～午前 11時 45分
　　②１月 28日（火）
　　　午後６時 30分～午後８時
　　③１月 29日（水）
　　　午前 10時 15分～午前 11時 45分
　　④１月 29日（水）
　　　午後６時 30分～午後８時
▶場所　鹿島ボウル（鹿嶋市宮中 290-1）
■キャリーハートクラブ
　・�障害者手帳をお持ちの方限定クラブ
　　（貸靴およびボウリングゲーム代割引）
　・�全国障害者スポーツ大会参加選手を毎週
１回、無料レッスン実施中

問��鹿行スポーツボウリング推進協議会
　�（鹿島ボウル内）�☎０２９９－８４－６７６７

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 Party16　

日　　時　１月 31日（金）19：30～ 20：45
　　　　　　（受付 19：15～）
場　　所　茨城県三の丸庁舎　3階　会議室
対　　象　33～ 41歳の独身男女各７人
　　　　　※応募者多数の場合は抽選
【男性向け事前説明会（18：45～）があります】
受付期間　12月 25日（水）～１月 15日（水）

問���（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　☎０２９－２２４－８８８８

　先月、指定ごみ袋の販売店のリストを配らせていただきましたが、改めてご紹介します。
右記の表示が販売店の目印です。ぜひ、身近な販売店をご利用ください。
　また、販売店の皆さまは、市民の方に表示が見えるよう、
入口の見やすいところに必ず表示してください。
　皆さまのご協力をよろしくお願いします。

問�環境課（北浦庁舎）�☎０２９１－３５－２１１１

市指定ごみ袋の販売店をお知らせします


