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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。

今月号に掲載している事業について、状況によっては変更がある場合がございます。参加される際は、事前に問い合わせ先までお問い合わせください。

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

　戦後、半世紀以上史料の収集・保管に努め
てきた茨城郷土部隊史料保存会の貴重な史
料を中心に、明治以降日本が経験してきた近
代戦争約 70年の歴史を紹介します。
（同時開催　体験プログラム　昔のくらし）
▶日時　７月18日（土）～９月22日（火・祝）
　※休館日は月曜日（祝日の場合はその翌日）
▶開館時間　9：30～ 17：00
　　　　　　（入場は 16：30まで）
▶入館料　一般 350円　大学生 180円
　　　　　満 70歳以上 170円
　※�９月 15日（火）から９月 21日（月・祝）
までは、満 70歳以上の方入館無料

問�茨城県立歴史館��☎０２９－２２５－４４２５

茨城県立歴史館 企画展２　戦争と茨城
－茨城郷土部隊史料保存会所蔵史料から－

　なめがた地域医療センターの理学療法士の
先生を講師に迎えた教室です。
　運動不足の方はもちろん、｢どう運動をし
ていいかわからない｣ ｢うまく続かない｣ と
いう方もぜひご参加ください！
▶期日　８月 20・27日、
　　　　９月３・10・17・24日
　　　　10月１日（毎週木曜日、全７回）
▶時間　18：30～ 19：30
▶対象　�市内在住のおおむね 64歳までの運

動習慣を身につけたい方
▶人数　15人（定員になり次第締切）
▶場所　保健センター（山田 3282-10）
▶料金　無料
▶申込方法　�電話にて、下記までお申し込み

ください。
▶申込期間　８月３日（月）～８月 14日（金）
※�新型コロナウイルス感染拡大状況により、
中止する場合もございます。

問・申�健康増進課（保健センター内）
　�☎０２９１－３４－６２００

参加者募集
令和２年度 体力アップの運動教室

◆８月 13 日（木）10：00～ 12：15
　　　　　　　　　13：30～ 16：00
▶場所：�カインズホーム玉造店
問�健康増進課（保健センター内）
　�☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

《 ガス溶接技能講習 》
▶期日　�10 月 7日（水）、10月 8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３日（月）～８月 26日（水）

《 建築 CAD（JW_CAD）基礎講座 》
▶期日　�10 月 19日（月）、20日（火）、
　　　　22日（木）、26日（月）、27日（火）
　　　　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 17日（月）～９月９日（水）
 各講座共通 
　申込方法　�鹿島産業技術専門学院ホーム

ページまたは郵送でお申し込み
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

　シルバーリハビリ体操を地域で指導する
ボランティアを養成するための講習会です。
▶応募資格　・�おおむね 50歳以上の常勤の

職を持たない方
　　　　　　・受講後、地域で活動できる方
▶講習日　�９月３日（木）、９月 10日（木）、

９月 14日（月）、９月 24日（木）、
10月１日（木）

　　　　　※原則、全日程に参加できる方
▶場所　�９月３日のみ茨城県立健康プラザ

（水戸市）※送迎あり
　　　　２日目以降：鉾田市社会福祉協議会
▶時間　おおむね 9：30～ 15：45
▶料金　無料　※�会場までの交通費・昼食等は　

自己負担
▶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 21日（金）
問・申��行方市地域包括支援センター
　　　☎０２９９－５５－０１１４

受講者募集
シルバーリハビリ体操指導士３級養成講習会

　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�認知症予防のために、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

こうくう
腔ケア、福

祉用具などのアドバイス
④外出支援プログラム　などを行っています。
▶期日　�９月２日～ 11月 4日
　　　　（毎週水曜日、全 10回コース）
▶時間　10：30～ 12：15
▶対象　�市内在住で 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（原則、通所型
サービスを利用している方を除く）

▶人数　10人（定員になり次第締切）
▶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。
▶料金　�１回につき 250 円（所得に応じて

500円または 750円）
▶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 19日（水）
問・申��行方市地域包括支援センター
　　　☎０２９９－５５－０１１４

受講生募集！　笑顔で楽しく体を活性化
活き活き健康教室

　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８月 31 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

▶期日　第１回　８月 29日（土）
　　　　第２回　10月３日（土）
　　　　第３回　11月 14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

　住宅用土地を取得した日から３年以内に
住宅を新築した場合、その土地に係る不動産
取得税が減額・還付される場合があります。
　住宅用土地を取得した日から前後１年の
期間内に、その土地の上にある中古住宅を取
得した場合は、その土地と住宅に係る不動産
取得税が減額・還付される場合があります。
　また、東日本大震災等で被災し、代わりの
土地や住宅等の不動産を取得した場合につ
きましても、一定の要件のもとで不動産取得
税が軽減される場合があります。
　詳細はお問い合わせください。
問�茨城県行方県税事務所　課税第二課
　�☎０２９９－７２－０７７３

不動産取得税の減額について

　茨城県では、いばらき保育人材バンクを運
営し、保育業界での勤務を希望する方の支援
を行っています。
　保育施設と就業希望者のマッチングや、少
人数で家庭的保育者の居宅などで行う家庭
的保育についてのセミナーを開催します。
　必要な研修の案内等もしますので、下記で
詳細をご確認の上、ぜひご参加ください。
▶� URL「茨城県�家庭的保育」で検索
問・申�茨城県子ども未来課
　�☎０２９－３０１－３２５３

家庭的保育事業および保育補助業務等
紹介セミナー

急な病気やケガで、すぐに受診したほう
がよいのか様子をみても大丈夫なのか不
安なときや救急車を呼ぶか迷ったとき、
ご相談ください。夜間や休日など受診可
能な医療機関もご案内します。

鹿島産業技術専門学院
オープンキャンパス

　プラント保守科と生産CAD科の授業が体験
できます。
▶日時　８月 26日（水）13：00～ 15：30
▶対象　高校生や求職中の方など
▶申込方法　�８月 19日（水）までに、下記ま

でお申し込みください。
※�暑さ対策として、飲み物、タオルをご用意
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



　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　８月 22日（土）14：00～ 16：00
▶場所　�行方市情報交流センター
▶募集人数　①番組出演　６組
　　　　　　②観覧　15人
※観覧者は、入場を制限いたします。
▶申込方法　�下記までご連絡ください。
▶申込締切　８月 17日（月）
問・申��情報政策課（行方市情報交流センター内）
　　��☎０２９９－７２－０８１１
※�収録にあたりましては、新型コロナウイルス
感染拡大防止に細心の注意を払い、対応に最
善を尽くしてまいります。出演・観覧にお越
しくださる皆さまにおかれましても、手洗
い・うがいやマスクの着用など、感染防止策
へのご理解とご協力を頂けますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

なめテレ　出演・観覧者募集！第 19 回収録
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

▶試験区分および採用予定人数
　（１）消防Ａ（大学卒業）　若干名
　（２）消防Ｂ（高校卒業）　若干名
▶第１次試験日　10月 18日（日）9：00～
▶試験方法　�教養試験・適性検査・作文試験・

体力検査
▶試験場所　鹿行広域事務組合消防本部
　　　　　　（鉾田市安房 1418-15）
　※第２次試験は 11月下旬予定
▶受験資格
　ア　消防Ａ（大学卒業）
　　　�平成５年４月 2 日から平成 11 年 4

月 1 日までの間に生まれた人で、学
校教育法による大学（短期大学を除
く）を卒業した人または令和３年 3
月 31日までに卒業見込みの人

　イ　消防Ｂ（高校卒業）
　　　�平成９年４月２日から平成 15年４月

１日までの間に生まれた人で、学校教
育法による高等学校を卒業した人ま
たは令和３年3月 31日までに卒業見
込みの人

▶受付期間　８月３日（月）～９月 13日（日）
▶申込方法　�受験申込書および履歴書（所定

のもの）に必要事項を自筆で正
確に記入し、鹿行広域事務組合
消防本部または管内の各消防
署へ受付期間中に持参してく
ださい。

※�受験申込書は、鹿行広域事務組合消防本部または
管内の各消防署、各出張所にあります。
※�新型コロナウイルス感染症の影響により、試験の
日程や内容に変更が生じる可能性があります。そ
の際には、鹿行広域事務組合のホームページ等で
お知らせします。
問�鹿行広域事務組合消防本部
　�☎０２９１－３４－２１１９

令和２年度 鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験

広告募集
「市報行方」へ
広告を掲載しませんか
市では「市報行方」に有料広告を掲
載される方を募集しています。
詳しくは情報政策課（麻生庁舎）まで。

☎ 0299-72-0811
FAX0299-72-1537

受付
広告原稿提出
（発行１カ月前）

↓
広告掲載内容審査

↓
広告掲載決定

↓
掲載発行

2020 年度 鹿行手話講習会

○初級クラス
　手話学習を希望する初心者
○中級クラス
　手話の基礎がある程度できている方
※各クラスとも、高校生以上　定員 20人
▶内容
　手話技術（�表現、読み取り、会話）
　関連知識（�聴覚障害者の生活、教育、社会

活動、制度の関連知識）
　体験学習（�聴覚障害者団体が行うレクや研

修会等への参加）
▶日時　９月５日～令和３年３月 13日
　　　　（毎週土曜日）19：00～ 21：00
▶会場　�潮来市中央公民館（潮来市日の出 3-11）
▶受講料　無料　※�テキスト代別途
▶申込方法　�受講当日お申し込みください。
　　　　　　（事前申し込み不要）
問�鹿行手話奉仕員養成委員会事務局
　�☎０５０－５２７６－９５８５
　�FAX０２９９－７２－２６６１
　� E-mail rokkousyuwa@yahoo.co.jp

求職者向けパソコンスクール
受講生募集

求職者支援訓練【基礎コース】 
　ビジネススキル・パソコン基礎科

訓練コース番号：5-02-08-001-00-0024
▶訓練期間　９月15日（火）～11月30日（月）
▶費用　テキスト代 7,040 円（税込）
　　　　※受講料無料
▶定員　15 人
▶募集期限　８月 25日（火）
　※�締切日の前日までに管轄のハローワーク

で求職申込と職業相談が必要です。応募
締切日にご注意ください。

問・申��アイテックパソコンスクール神栖校
　　　☎０２９９－７７－８３７０

あなたの暮らしの「省エネ対策」をご提案
「うちエコ診断」受診家庭募集

　家庭の省エネ対策の知識を持ったうちエ
コ診断士が、家庭のエネルギー使用量等の情
報をもとにエコ診断を行い、各家庭に合った
「省エネ対策」を提案します。
　診断は無料です。ぜひご応募ください。
▶診断期間　12月上旬まで
問・申��茨城県地球温暖化防止活動推進セン

ター（クールアースいばらき）うちエ
コ診断実施事務局

　　　（（一社）茨城県環境管理協会）
　�☎０２９－２４８－７４３１
　� URL �http://www.kankyokanri.or.jp/cei/

　茨城県が管理している河川（一級河川指定
区間、二級河川）において、除草・清掃を実
施していただける団体に、活動に必要な物品
の支給・貸与等を行います。
▶支援を受けられる団体の活動とは
　①�原則として、除草を中心とした活動を行
う団体であること

　②�原則として、活動計画延長がおおむね
100メートル以上であること

　③�活動が河川管理の支障をきたす恐れの
ないこと

　④�活動が本事業の目的を妨げる恐れのな
いこと

▶受けられる支援はどのようなものがあるの
　①�団体の活動に必要な鎌や手袋、ごみ袋、飲

料、刈払機の燃料等の支給、刈払機の貸与
　②�損害保険への加入費用の負担（団体等が
自ら加入している損害保険を除く）

※詳細はお問い合わせください。
問・申��茨城県潮来土木事務所
　　��☎０２９９－６２－３７２９

河川愛護活動に参加しませんか

令和２年度 国税庁経験者採用試験
（国税調査官級）

　国税局や税務署において、税のスペシャリ
ストとして働く職員（国家公務員）を募集し
ます。
▶受験資格
　�令和２年４月１日において、大学等（短期
大学を除く）を卒業した日または大学院の
課程等を修了した日のうち最も古い日か
ら起算して８年を経過した者

▶第１次試験日　10月４日（日）
▶申込方法等
　【原則】インターネット申込
　○�次のアドレスへアクセスし、説明に従っ
て入力　 URL http://www.jinji-shiken.
go.jp/juken.html

　○受付期間　８月３日（月）９：00～
８月 21日（金）受信有効

問�人事院人材局試験課
　�☎０３－３５８１ー５３１１（内線 2333）

　いつでもどこでも気軽に医師と相談でき
るアプリです。新型コロナウイルス感染症に
ついても、病院へ行く前に気軽に医師と相談
ができます。
　詳しくは、医療相談アプリ LEBER（茨城県
民向け登録ページ　https://www.leber11.
com/ibaraki-pref-free-registration）をご
確認ください。

医療相談アプリ「LEBER（リーバー）」
による無料相談【茨城県】

▶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

　いばらき出会いサポートセンターは、独身の
方の出会いの場づくりのため、茨城県が労働団
体と共同で設立した団体です。
　登録制によるパートナー探しの支援や、ふれ
あいパーティーの開催、マリッジサポーターに
よる出会いの相談・仲介など、さまざまな形の
出会いの場を提供しています。
■登録方法
　登録入会手続きは予約制です。
　いずれかのセンターへ電話で来所予約を行っ
てから、ご本人が来所してください。
　相談は無料ですので、ご本人でもご家族の方
でも、お気軽にお問い合わせください。
■登録料　11,000 円（３年間）
■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
・水戸センター
　水戸市三の丸 1-5-38（茨城県三の丸庁舎３階）

　☎ 029-224-8888
・鹿行センター
　神栖市大野原 4-7-1（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

行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」
　独身者の縁結び役として、恋愛や結婚に関する相
談や助言、出会いの機会の仲介を行っています。
　チームＯＳＫの支援を希望する方、チームＯＳＫ
の活動に興味のある方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。
　問 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

☆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。


