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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、新型コロナウイルス感染症などの影響により中止や変更
とな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。

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。

　近世以前の茨城では、各地で刀工や金工師
が鎚
つち
や鏨
たがね
をふるい、あまたの刀剣とその外装

たる刀装・刀装具が生み出されました。
　今回の展示では、当地に産した刀剣類の優
品を中心に、郷土の刀剣文化を物語る史資料
を展示します。千変万化の鋼と多種多様な色
金が織りなす美の世界をご堪能ください。
▶開催期間　２月20日（土）～４月11日（日）
　※休館日　月曜日（祝日の場合はその翌日）
▶時間　9：30～ 17：00（入館は 16：30まで）
▶入館料　�一般610円、満70歳以上300円、

大学生 320円、高校生以下無料
　※３月４日（木）は、満 70歳以上の方入館無料
問�茨城県立歴史館（水戸市緑町 2-1-15）
　�☎０２９－２２５－４４２５

特別展Ⅱ
鋼と色金　－ 茨城の刀剣と刀装 －

▶脇差　銘　水府住市毛徳鄰謹鍛之
　　　　　　文政十二年二月日

　市では、地域資源の活用や地域の課題解決
につながる、SDGs に関連したビジネスプラ
ンを募集します。
▶応募締切　３月１日（月）17：00
▶応募要件　①�市内で起業・開業または就農

を希望する 25歳以上の方
　　　　　　②起業して２年以下の方
▶応募方法　�申込フォームから　

応募ください。
▶コンテスト受賞者特典
　　　グランプリ　　30万円
　　　準グランプリ　15万円
　　　アイディア賞　５万円
問��第３回行方市ビジネスプランコンテスト事務局
　�株式会社船井総合研究所　地方創生部
　�☎０３－２３０６－４２６５
　� E-mail namegata-bpc@funaisoken.co.jp

第３回行方市ビジネスプランコンテスト
参加者募集

▶上映作品　「ある町の高い煙突」
　茨城県日立鉱山の奇跡「日立の大煙突と桜
並木」に秘められた“感動実話”を映画化し
た作品です。ぜひご鑑賞ください。
▶期日　３月６日（土）
▶時間　13：00開場　14：00上映
▶場所　行方市文化会館
▶入場料　500円
▶販売場所　�生涯学習課（北浦庁舎２階）・

北浦公民館・麻生公民館・玉造
公民館

※�新型コロナウイルス感染症対策のため、検温、マ
スク着用、手指消毒、間隔を空けての座席利用等
をお願いします。また、感染
拡大の状況により中止となる
場合がございます。予めご了
承ください。
問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

市制施行 15 周年記念
芸術鑑賞のつどい　映画上映

　霞ヶ浦（西浦）の南西に位置する面積約
52ha の広大な低湿地の「妙岐ノ鼻（茨城県
稲敷市）」において、ヨシに寄生する害虫の
駆除や湿地環境の保全などを目的としたヨ
シ焼きを以下のとおり実施する予定です。当
日の風向きなどにより灰や煙等が広範囲に
わたり飛散することもありますので、ご注意
ください。市民の皆さまのヨシ焼きへのご理
解とご協力をお願い申し上げます。
　なお、今回のヨシ焼きは新型コロナウイル
ス感染症対策のため、ヨシ焼き関係者のみで
実施しますので、一般の方々のヨシ焼きの見
学等はご遠慮ください。
▶日時　２月 27日（土）8：30～
　　　　（予備日：２月 28日（日））
問�水資源機構利根川下流総合管理所環境課
　�☎０２９９－７９－３３１１

国土交通省と水資源機構から
「ヨシ焼き」のご連絡

　つるし飾りを作って、ひな祭りに飾ってみ
ませんか？ 30分程度で作成できます。お気
軽にお立ち寄りの上、ご参加ください。
▶期日　�２月 13日、２月 20日、２月 27日、

３月６日、３月 13日（毎週土曜日）
▶時間　10：00～ 11：30
▶場所　麻生藩家老屋敷記念館　管理棟
▶対象　初心者の方
▶参加費　無料
▶持ち物　�不要（用具・材料とも、こちらで

用意します）
※�申込不要。開催日時に、現地に
直接お越しください。

問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

やさしいつるし飾り体験教室

　令和３年３月１日から、障害者の法定雇用
率が引き上げになります。
○民間企業　2.2％→ 2.3％
○国、地方公共団体等　2.5％→ 2.6％
○都道府県等の教育委員会　2.4％→ 2.5％
　全ての事業主には、法定雇用率以上の割合
で障害者を雇用する義務があります。
問�ハローワーク常陸鹿嶋
　�☎０２９9－８３－２３１８

厚生労働省・労働局・ハローワークから
事業主の皆さまへお知らせ

▶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
▶試験日程
　出願期間　２月 15日（月）～３月５日（金）
　試験日　　３月 11日（木）
○�２月 28日（日）に、オープンキャンパス
を開催します。

問�茨城県立鹿島産業技術専門学院
　�鹿嶋市林572-1　☎０２９９－６９－１１７１

資格取得で就職へのステップを
鹿島産業技術専門学院  2021 年度学院生募集

　ＩＴに興味のある方、技術を身に付けたい
と考えている方は、ぜひご参加ください。
▶日時　�２月 27日（土）9：00～ 16：00
▶場所　�茨城県立産業技術短期大学校
　　　　（水戸市下大野町 6342）
▶内容　�学校見学や体験授業
▶対象　�ＩＴに関心をお持ちの高校生および

保護者など
▶申込方法　�開催日の前日までに、電話にて

問い合わせるか、ホームページ
をご覧ください。

問・申�茨城県立産業技術短期大学校
　　　☎０２９－２６９－５５００
　　　 URL �http://www.ibaraki-it.ac.jp

目指せ！ＩＴのプロフェッショナル
県立ＩＴ短大オープンキャンパス2020（第４回）

　環境課では「ペットとともに住みよいまち
づくり」をめざして、動物愛護に関するボラ
ンティアを募集します。市内の野良猫による
地域被害や飼い主の高齢化など、ペットに関
して困っている方に手を貸してくださる方、
本市の動物愛護推進にご理解・ご協力を頂け
る方は、ぜひご応募をお願します。
▶条件
　①犬猫が好きな 20歳以上の方
　②下記の内容のいずれかにご協力いただける方
▶主な内容
　①猫の一時預かりができる方
　②譲渡会への参加や協力ができる方
　③犬の散歩ができる方
　④日曜大工程度の作業ができる方
　⑤霞ヶ浦・北浦湖畔や地区の見回りができる方
　⑥その他
▶募集期間
　�３月 31日（水）までに、下記までお申し
込みください。

問・申�環境課（北浦庁舎）
　　�☎０２９１－３５－２１１１（内線 231）

動物愛護に関するボランティア募集

関東電気保安協会からのお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力ください

出典：厚生労働省HP



ウォーキングサッカーは、歩きながら行う
サッカーです
▶期日　２月 21日（日）※雨天中止
▶時間　9：00～ 12：00
▶場所　玉造運動場　多目的広場
▶対象　市内在住・在勤の方
▶定員　30人
▶参加費　300円（保険料等）
▶申込締切　２月 16日（火）
問・申��NPO法人なめがたふれあいスポーツ

クラブ
　　�玉造 B&G海洋センター
　　�☎０２９９－５５－３２１１��※月曜除く

ウォーキングサッカー教室
参加者募集

▶期日　２月 18日・25日
　　　　３月４日・11日・18日・25日
　　　　（毎週木曜日　計６回）
▶時間　18：30～ 20：30
▶場所　麻生運動場体育館
▶対象　小学生
▶講師　麻生フェニックス Jr. コーチ
▶参加費　800円（スポーツ安全保険掛け金）
▶服装　�運動のできる服装（ジャージなど）、

体育館シューズ
※�教室終了後もハンドボールを続けたい場合は、
「麻生フェニックス Jr.」として活動できます。
途中からでも参加OK！

問・申�生涯学習課スポーツ推進室
　　�☎０２９１－３５－２１２０

ハンドボール教室
参加者募集

　フライングディスクとはプラスチック製の
円盤状のディスクのことで、それを用いた
色々な競技があり、幼児からシニアと幅広い
年齢の方が誰でも楽しめるスポーツです。
　今回の体験会では、前半にアキュラシー競
技、後半にディスクを使った遊びを行います。
　アキュラシー競技とは、前方にある（ゴー
ル）に向かってディスクを投げ、ゴールを通
過した回数を競います。後半は、ディスクを
使った色々な遊びを用意しています。
▶期日　３月 21日（日）
▶時間　9：00～ 12：00
▶場所　麻生運動場体育館
▶対象　市民の皆さん
▶参加費　無料
▶申込方法　�電話または FAXで下記までお申

し込みください（当日まで可）。
▶服装　�運動のできる服装（ジャージなど）、

体育館シューズ、飲み物、タオル、
マスク

問・申�生涯学習課スポーツ推進室
　　�☎０２９１－３５－２１２０

行方市スポーツ推進委員会
フライングディスク体験会　参加者募集

　コアトレーニング（体幹を鍛えるためのト
レーニング）を通して、健康増進・心身のリ
フレッシュを図るとともに、共通の話題を通
じて仲間づくりをすることを目的として活動
しています。お気軽にご参加ください。
▶活動日　月１回（原則第２日曜日）
　　　　　10：00～ 11：30
※�申し込み後、随時参加可能。直近活動日は
2/14（日）、3/7（日）
▶場所　玉造公民館
▶参加費　１回 1500円（参加時のみ徴収）
　　　　　※体験希望者は１回のみ 1000円
▶持ち物　運動できる服装、ヨガマット
▶申込方法　�住所・氏名・電話番号を明記して、

FAXにて下記までお申し込みく
ださい。

※�申し込み後、こちらから電話にて参加確認
させていただきます。

問・申�玉造公民館
　　　☎��０２９９－５５－０１７１
　　�FAX�０２９９－５５－０１７２
主催：�行方市文化協会会員「コアトレーニング」

代表　舟串

コアトレーニング
参加者募集

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。

いばらき出会いサポートセンターの
マッチングシステムをリニューアル

します

　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。
　令和３年４月から、マッチングシステムを一
層便利に、使いやすくリニューアルします。
　新システムでは、自分のスマートフォン等か
らお相手検索やお見合い申し込みができ、相性
の良いお相手をＡＩ（人工知能）が紹介します。
　新システムは、令和３年３月から新規入会受
付開始（登録料 11,000 円／２年間）。詳しくは、
センターホームページをご覧ください。
■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

♥�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

広告募集
「市報なめがた」へ
広告を掲載しませんか

市では「市報なめがた」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

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：5-02-08-001-00-0053
▶訓練期間　３月19日（金）～５月31日（月）
▶定員　15 人
▶費用　テキスト代 7,876 円（税込）
　　　　※受講料無料
▶募集期限　２月 25日（木）
※�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。

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

茨城いのちの電話 電話相談員養成講座
受講生募集

　茨城いのちの電話は、自殺予防を目的とし
たボランティア活動です。電話という手段
で、対話し、悩みを抱える方の支えになる「電
話相談員」になって頂くため「電話相談員養
成講座受講生」を募集します。
▶対象者　�23 歳以上で、24時間受信体制で

の活動に積極的に参加でき、所定
の研修に必ず参加できる方

　　　　　※学歴、職業は問いません。
▶定員　40人程度
▶研修期間
　�本年６月から 2023 年 3 月までの土曜日
（原則月３回）
　※�本年９月 18日（土）～ 20日（月・祝）
の宿泊研修は参加必須

▶研修費用　第１～５課程各 7,000 円
　※�別途宿泊費がかかります。学生の方は、
受講料を各課程 2,000 円とします。

▶必要書類
　�申込書（茨城いのちの電話ホームページ
からダウンロードできます）、自分史のレ
ポート（400字詰め原稿用紙５枚以上）
▶その他
　�研修の受講者は書類提出後、面接および適
性審査などで決定します。
▶研修後の活動内容
　�月２・３回、電話センター（つくば市・水
戸市）に通って、電話相談（24時間体制）
を行います。

　※ボランティアのため、報酬はありません。
▶申込方法　�必要書類を下記まで郵送して

ください。
▶申込締切　4月 10日（土）必着
問・申�茨城いのちの電話事務局募集係
�〒 305-8691 筑波学園郵便局私書箱 60号
☎０２９－８５２－８５０５（月～金9：00～ 17：00）

▶詳細についてはこちらまで

　本年度新卒者や若年者、離職され求職中の
方を対象に、合同就職面接会を開催します。
複数の企業の人事担当者と直接お会いできる
チャンスですので、ぜひご参加ください。
▶期日　２月 25日（木）
▶時間　13：30～ 15：30（受付 13：00～）
▶場所　ホテルレイクビュー２階��飛天の間
　　　　（水戸市宮町 1-6-1）
▶対象　�新卒者、若年者、離職中の求職者
▶参加事業所　約 25社
▶参加費　無料
※�事前申込不要。履歴書を複数枚お持ちくだ
さい。必ずマスクを着用の上、ご参加くだ
さい。

問��茨城県労働政策課いばらき就職支援センター
　�☎０２９－２３３－１５７６

元気いばらき就職面接会（水戸会場）


