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お知らせ版

1 月 10 日は「110 番」の日です
～ 安心を つなぐダイヤル 110 番 ～
110 番は、事件や事故にあったり、見た

豊かな暮らし方講座

性別にとらわれず、暮らしやすい社会をつ

くるための講座を開催します。

ができます。

▶場所

緊急を要さない電話は、各相談窓口、警

察署におかけください。

相談専用ダイヤル ♯ 9110
運転免許テレホン案内 ☎ 029-293-8060
問 行方警察署 ☎０２９９－７２－０１１０
麻生藩家老屋敷記念館に
おひな様とつるし雛を飾ります
江戸時代の面影を色濃く残した家老屋敷に

▶日時

▶講師

問

☎０２９１－３５－２１１１

茨
城
県
特
定
最
低
賃
金

茨城郷土部隊史料保存会では、旧陸海軍

時間額

効力発生日

茨城県最低賃金

849 円

令和元年 10 月１日

計 量 器・ 測 定 器・
分析機器・試験機・
理化学機械器具、医
療 用 機 械 器 具・ 医
療 用 品、 光 学 機 械
器 具・ レ ン ズ、 電
子部品・デバイス・
電 子 回 路、 電 気 機
械 器 具、 情 報 通 信
機 械 器 具、 時 計・
同部分品製造業

ります。
問

901 円

各種商品小売業

871 円

保育士ご紹介・就職お祝いキャンペーン実施中

保育のお仕事に関わりたい方を応援します！

アップし「いばらき保育人材
バンク」を設置し、保育のお
仕事に関わりたい方を応援し
ています。
結婚や出産などで保育士を離職中の方、復
職を検討されている方、保育士の資格はない
が保育の仕事に興味がある方はぜひご相談く

資格の取得を支援します。
▶保育士ご紹介・就職お祝いキャンペーン
実施中♪
・知り合いの保育士をご紹介いただいた方
に 20,000 円贈呈

その賃金は無効とされ、最低賃金額で契約し

・就職された方にお祝い金 30,000 円贈呈
※すでに人材バンクに登録済みの方も対象
です。まずはお問い合わせください。
問

茨城労働局賃金室 ☎０２９－２２４－６２１６
または最寄りの労働基準監督署

防災講演会

地域の方、市役所や学校、各施設・事業所

の防災担当者が集まり、防災について最新の
情報を交換したり、研修したりする機会とし
て講演会を開催します。
▶日時
▶場所

問

１月 17 日（金）14：00 ～ 16：00
レイクエコー

マンパワーグループ（株）
つくば支店

☎ 0120-604-148

水戸オフィス

☎ 0120-557-136

県子ども未来課

☎ 029-301-3252

多目的ホール

（宇崎 1389）

令和元年度第２回上級救命講習会
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）。
▶期日

２月 23 日（日）

▶場所

北浦公民館

▶時間

9：30 ～ 18：30（受付 9：00 ～）

▶対象

▶内容

【実践発表】鉾 田市立大洋中学校の防災へ
の取り組み

【講演】「地域と被災特性で考える避難者支援」

▶申込方法

特任准教授 荒木 裕子先生

下記までお申し込みください。

勤・在学の方

▶定員

20 人 ※定員になり次第締切

▶申込方法

▶その他

レイクエコー（茨城県鹿行生涯学習セ

１月 27 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。

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

ンター・茨城県女性プラザ）

☎０２９９－７３－２３００

２階会議室

行方市・潮来市・鉾田市に在住・在

名古屋大学減災連携研究センター

問・申

ミナーを行うほか、資格が無い方には保育士
令和元年 12 月 31 日

令和元年度 地域と学校が連携した防災教育事業

管理係

☎０２９９－７２ー００４１

労使双方が合意した上で「最低賃金額」未

問

茨城県行方県税事務所

帰に不安のある方を対象とした復職者向けセ

たものとみなされます。

大高 ☎・ FAX ０２９－２５４ー３５２０

と、令和２年度の自動車税から口座引落にな

また、ブランクにより保育士として職場復

記までご連絡をお願いします。
茨城郷土部隊史料保存会

※令 和２年２月末までにお申し込みいただく

紹介します。

は ん 用 機 械 器 具、
生 産 用 機 械 器 具、
905 円
業務用機械器具製
造業

満の賃金で労働契約を結んでも、法律により

問

ることができます（一部金融機関を除く）。

ださい。皆さんの希望に合った保育施設をご

943 円

います。

遺品や写真などの史料をお持ちの方は、下

紙にご記入いただくことで簡単に手続きす

のマンパワーグループとタイ

最低賃金名

鉄鋼業

旧陸海軍の史料はありませんか？

に関する史料の収集・保存や展示を行って

届出印をお持ちいただき、備え付けの申込用

茨城県では、人材派遣会社

ました。

レゼント（先着 30 人）

生涯学習課（北浦庁舎）

預金口座のある県内の金融機関に口座の

企画政策課（麻生庁舎）

用される最低賃金が、下表のとおり改正され

・ビッグフォトフレームでの撮影＆写真プ

問

し込みの手続きは必要ありません。

男女共同参画社会に向けたコミュニ

茨城県内で働く労働者とその使用者に適

・ひな祭りのお菓子配布（先着 30 人）

29 日 10：00 ～ 11：30

 槻勝明氏
大
（総 合病院土浦協同病院看護副部長／

茨城県最低賃金と
茨城県特定最低賃金改正のお知らせ

３月１日（日）10：00 ～ 12：00

２ 月 ８ 日、15 日、22 日、

無く、新しく自動車を取得したときも再度申

（旧麻生保健センター）

☎０２９９－７２－０８１１

▶時間 ９：00 ～ 16：00

◆つるし雛作り体験◆

行方市情報交流センター

ケーション
※当日参加可。皆さまのご参加をお待ちしています。

木・金・土・日・祝日

◆イベント開催日◆

１月 29 日（水）13：30 ～

▶演題

▶期間 ２月８日（土）～３月１日（日）の

▶入館料 無料

除く）納付のために金融機関に出向く必要が

行方市男女共同参画推進委員会委員）

おひな様とつるし雛を飾ります。

▶場所 麻生藩家老屋敷記念館（麻生 1153-1）

一度手続きすると、自動車税（軽自動車を

～良好な人間関係を築いていくために～

ときに、警察に対して緊急の通報をするた
めの手段です。携帯電話からも 110 番通報

便利な自動車税（種別割）の口座振替
をご利用ください

企画部 情報政策課
（麻生庁舎） Tel 0299-72-0811

了証を交付。

問・申

鹿行広域事務組合消防本部
☎０２９１－３４－８１１９

「かしま灘楽習塾」
生涯学習 塾生募集

E-mail

警防課

rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

♪行方市民の皆さんも
一緒に楽しみながら学びませんか♪
▶期間 令和２年４月～令和３年３月（１年間）
▶内容 121 講座あり。詳細は、鹿嶋市ま
ちづくり市民センター・鹿嶋市役所
社会教育課・大野ふれあいセンター
資格取得で就職へのステップを
などにあるパンフレットまたはホー
鹿島産業技術専門学院 2020 年度学生募集
ムページをご覧ください。
▶出願資格
▶場所 鹿嶋市まちづくり市民センター
・プラント保守科（２年課程）
▶費用 月１回講座
6,500 円 / 年
高等学校卒業者（卒業見込み含む）
月２回講座 12,000 円 / 年
・生産ＣＡＤ科（１年課程）
※その他経費は実費
17 歳以上おおむね 45 歳以下の方
▶申込期間 １月 14 日（火）
～２月 23 日（日）正午 ▶試験日程
出願期間 １月 20 日（月）～３月６日（金）
塾生による華やかな作品展
試験日
２月 21 日（金）、３月 12 日（木）
（第 14 期成果発表展）
▶期間 １月 14 日（火）～２月 23 日（日） ○１月 26 日（日）と３月１日（日）に、オー
プンキャンパスを開催します。詳細はお
までの６週間で、毎週火曜から
問い合わせください。
日曜の週替わり
問 茨城県立鹿島産業技術専門学院
▶時間 火曜日
13：00 ～ 16：00
鹿嶋市林 572-1 ☎０２９９－６９－１１７１
水～土曜日 10：00 ～ 16：00
日曜日

10：00 ～ 15：00

問・申 かしま灘楽習塾事務局（鹿嶋市まちづ

くり市民センター内）
☎０２９９－８５－２６０１（火～金 9：00 ～ 16：00）

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。

小・中学校体育施設の
開放受付を開始します
市民のスポーツ・レクリエーション活動を

推進するため、市立小・中学校体育施設を開
放しています。令和２年度の利用を希望する
団体は、下記によりお申し込みください。
▶対象

①市内に在住在勤する 10 人以上で
構成する団体

②ス ポーツ安全保険に加入してい
▶開放施設
▶開放時間

る団体

体育館
校

庭

平日
土・日曜、祝日等

開放時間
9：00 ～ 22：00
18：00 ～ 22：00
9：00 ～ 17：00

１月 31 日（金）

麻生地区（麻生小・麻生東小・麻生中）

→玉造運動場

北浦地区（北浦小・北浦中・旧津澄小）

→北浦運動場

玉造地区（玉造小・玉造中）→玉造運動場
※申請書は、玉造運動場と北浦運動場に備えて
あります（FAX による提出は不可）。
※利用調整会議を２月 12 日（水）19：00 から、
北浦公民館１階講義室で開催します。団体の
代表者は出席をお願いします。
問

てみませんか。
▶期日

１月 18 日（土）

▶場所

ショッピングセンターサンポートか

▶時間

北浦運動場

玉造運動場

13：30 ～ 15：30

しま１階コミュニティールーム

▶申込方法

茨城県パーキンソン病友の会
ほ っ ち

鹿行地区オストミー講習会

▶申込方法

▶セミナー
【ノロウイルス】
「家計管理と自分磨き」
ノロウイルスは年間を通して発生します
ファイナンシャルプランナー 高村浩子氏 が、特に冬の時期に流行がみられます。健康
「養育費と民事執行法改正」
保菌者も多く、知らないうちに感染し、排菌
司法書士 荏原直樹氏
しているかもしれません。食品は中心部まで
▶期日 ２月 22 日（土）
十分に加熱しましょう。調理器具等の消毒に
10：00 ～ 12：00
は塩素系漂白剤が有効です。人の手を介する
ＦＰ・司法書士によるセミナー
事例が多く、予防の基本は手洗いです。石け
13：00 ～ 15：00
ＦＰ・司法書士・キャリアコンサルタン んでよく手を洗いましょう。
【腸管出血性大腸菌、カンピロバクター】
トによる個別相談会

２月７日（金）までに下記まで

▶場所

あなたのいのちを守りたい。暮らしを支える

全国一斉

お申し込みください。

問・申 公益社団法人日本オストミー協会

茨城県支部

宮下

☎・ FAX ０２９９－８３－７６１０

☎０２９９－５５－３２１１

10 月 27 日から、春秋航空が新たに西安
への定期便を週４便（火・木・土・日）で運
航開始しました。
中国陝西省の省都である西安への就航は、
開港以来初めてとなります。
かつて長安と呼ばれ、シルクロードの東の
起点にあたる西安では、秦始皇帝陵や等身大
の兵士や馬をかたどった兵馬俑、世界遺産に
登録された歴史的な建造物の大雁塔などが
有名です。
ぜひ、茨城空港から西安へお出かけください。
問 茨城空港利用促進等協議会事務局
（茨城県政策企画部交通局空港対策課内）
☎０２９－３０１－２７６１

潮来保健所よりお知らせ

携帯０９０－６５１０－９６１９

なめテレ 出演・観覧者募集！第 17 回収録
「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。

皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪

茨城青年司法書士協議会と全国青年司法

書士協議会では、生活保護に関する電話相
談会を開催します。
▶期日

▶募集人数
▶申込方法
▶申込締切
問・申

①番組出演
②観覧

６組

どなたでも大歓迎

下記までご連絡ください。
１月 17 日（金）

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

０１２０－０５２－０８８
（フリーダイヤル）

※相談無料。秘密は厳守します。
問

茨城青年司法書士協議会
☎０２９４－７３－０５７５

スマホ・パソコン操作
困りごと無料相談

行方市情報交流センター

（旧麻生保健センター内）

１月 26 日（日）10：00 ～ 16：00

▶電話番号

▶日時 １月 24 日（金）14：00 ～ 16：00
▶場所

生活保護 110 番

スマホ・パソコン操作、

書類作成などご相談ください。
▶電話受付

平日 9：00 ～ 19：00

▶資料代等

2,000 円

▶相談時間

１時間（日時は電話で相談）

※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

☆行方市からの婚活情報☆

冬期の食中毒を予防しましょう

焼肉やバーベキュー等で、生または加熱不
いばらき就職支援センター 3 階会議室
（水戸市三の丸 1-7-41）
十分な肉を食べると、嘔吐、下痢、発熱など
▶期日 ２月 16 日（日）
※車でお越しの方は県三の丸庁舎駐車場をご の体調不良を起こすことがあります。その原
▶時間 10：00 ～ 15：00（受付 9：30 ～）
利用ください。無料駐車券をお渡しします。 因は、腸管出血性大腸菌やカンピロバクター
▶場所 鹿嶋市まちづくり市民センター
▶持ち物 筆記用具・個別相談を受ける方は
という食中毒菌です。必ず中心部までよく加
▶内容
昼食
熱してから食べるようにしましょう。また、
①講演「ストーマケアおよび日常生活の注
▶参加料 無料
▶定員 30 人
焼く前はトング、焼けたら箸と使い分けをし
意点他」
※託児所付き（２歳以上 要予約・無料）
ましょう。
講師：大塚 宏子師長
▶申込締切 ２月５日（水）
（神栖済生会病院 皮膚排せつケア認定看護師）
【アニサキス】
問・申（社福）茨城県母子寡婦福祉連合会

②参加者による懇談会および装具の展示・
刺身を食べた後、８時間以内に胃や腸に激
茨城県母子家庭等就業・自立支援センター
説明等
痛が起こることがあります。アニサキスとい
☎０２９－２３３－２３５５
▶費用 1,000 円（昼食代他）
う寄生虫が原因で、体長２～３cm の半透明

☎０２９１－３５－２１２０

茨城空港から西安へ

前日までにご連絡ください。

発知 ☎０９０－１８５１－７７９９

グラウンド、旧津澄小体育館

土・日曜、祝日等

▶申込方法

病気の悩み、薬、介護などについて語り合っ

問・申

開放日

▶申込締切

患者・家族のミニ交流会

市立小・中学校の体育館および

施設等

ひとり親家庭等支援セミナー
および専門家による個別相談会

全国パーキンソン病友の会茨城県支部

白色で糸のような形をしています。予防は、

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主催

いばらき出会いサポートセンター
「第 2 回結婚相談会 in 行方」
センターの紹介や入会相談など、結婚を希望
する独身の方やご家族など、どなたからの相談
にも対応します。お気軽においでください。
日

時

１月 16 日（木）10：00 ～ 16：00
※相談無料。予約制ではありません。

場

所

天王崎観光交流センターコテラス

問 鹿行センター（神栖市）☎ 0299-92-8888

水戸センター

☎ 029-224-8888

【40 代】 ざ・飲み会
日
場
対

時

２月 15 日（土）18：00 ～ 20：30
（受付 17：40 ～）
所 水戸市内飲食店
象 40 ～ 49 歳の独身男女各６人
※応募者多数の場合は抽選

受付期間

１月６日（月）～１月 24 日（金）

問・申（一社）
いばらき出会いサポートセンター


☎０２９－２２４－８８８８

加熱、冷凍、除去のいずれかです。刺身等の
場合、完全な除去が難しいこともあり、十分
に注意が必要です。
問

潮来保健所 衛生課
☎０２９９－６６－２１１６

▶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

関東電気保安協会よりお知らせ
ＮＰＯ法人ベル・サポート境主催

出会いパーティー
◆日時

１月 11 日（土）13：30 ～ 16：30
（受付 13：00 ～）

◆場所

ホテルグランド東雲（つくば市）

◆対象

Ａコース：40 歳以下の独身男女
Ｂコース：40 歳以上の独身男女

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート境

☎０２８０－８７－７０８５
URL

http://www.bell-support.net

