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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。

　千秋文庫の所蔵する旧秋田藩主佐竹家に
伝わった史料のうち、近年、東京大学史料編
纂所にて修理が成された古文書を紹介しま
す。それらを通して、南北朝時代から江戸幕
府が開かれたころに至る佐竹氏の歴史に迫
ります。
▶期間　４月29日（木・祝）～6月13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）
▶場所　茨城県立歴史館
▶料金　一般 350円 (290 円 )、満 70歳以上
　　　　170円（140円）、大学生 180円
　　　　（140円）、高校生以下無料
　　　　※（　　）内は 20人以上の団体料金
　　　　※ 5月 13日（木）は、満 70歳以上
　　　　　の方入館無料
　　　　※６月５日（土）、６日（日）は、
　　　　　全ての方入館無料
問　茨城県立歴史館
　　☎�029-225-4425

茨城県立歴史館　企画展
中世佐竹氏の世界－千秋文庫所蔵文書から－

　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、毎年人気のある教室
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　7月 8日（木）、15日（木）、
　　　　　��21 日（水）、29日（木）、
　　　　8月 5日（木）、19日（木）、
　　　　　�26 日（木）　　　　　　全７回
▶時間　18:30 ～ 19:30
▶場所　行方市保健センター（山田3282-10）
▶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
▶募集人数　15人（定員になり次第締切）
▶参加費　無料
▶申込期間　5月 17日（月）～ 28日（金）
▶申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申　健康増進課（行方市保健センター内）
　　�　☎ 0291-34-6200
※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。

令和３年度　体力アップの運動教室
　参加者募集

　税金の専門家である税理士による無料税
務相談です。
　相続税、贈与税、消費税、所得税などの税
金の相談や個人事業・法人の創業に関する相
談にご利用ください。
▶期日　�5 月 19日（水）、6月 2日（水）、
　　　　6月 16日（水）、7月 7日（水）、
　　　　7月 21日（水）、8月 4日（水）、
　　　　8月 18日（水）、9月 1日（水）、
　　　　9月 15日（水）、10月 6日（水）、
　　　　10月 20日（水）、11月 17日（水）、
　　　　12月 1日（水）、12月 15日（水）、
　　　　令和 4年 1月 19日（水）
▶時間　13:30 ～ 16:30
▶場所　�鹿嶋市まちづくり市民センター
2階・団体事務室９（鹿嶋市宮中 4631-1）
▶その他　事前にご予約をお願いします。
※新型コロナウイルス感染拡大状況によっ
ては、中止になる場合がございます。
問・申��　関東信越税理士会　潮来支部
　　　��☎ 0299-84-7339

税理士による
無料税務相談所を開設しています

令和３年経済センサス
活動調査のご協力をお願いします

▲佐竹義宣あて豊臣秀頼印判状（折紙，部分）

（一般財団法人千秋文庫所蔵）

令和３年６月１日現在で実施します。

スマホ・パソコン操作困りごと相談

　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
▶相談時間　1時間（日時は電話で要相談）
▶資料代等　2,000 円
※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
　　　　〒 311-1724　行方市小貫 30-2
　　　　☎ 0291-35-4321

　市では、ごみの減量、再資源化による「環
境にやさしいまちづくり」を進めるため、資
源ごみの集団回収団体を募集します。家庭か
ら出るごみには、新聞・ダンボール・雑誌・
生ビンなどの再資源化のできるものがあり、
これらを回収して業者に売却した量目によ
り、１団体あたり年額 25,000 円を上限と
して奨励金を交付します。
　詳しくは、下記の問い合わせ先までご連絡
願います。
問　環境課（北浦庁舎）
　　☎�0291-35-2111

グリーンカーテンで
省エネとCO2削減を！

　環境保全行方市民会議では、楽しみながら
エコになるグリーンカーテン作りを推奨し
ています。
　グリーンカーテンは、屋内への直射日光を
遮り、冷房機器の電気使用量を抑えることに
より二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化
防止に役立ちます。
　苗の配布は、北浦庁舎において、５月 24
日頃（生育により前後します）の予定です。
▶申込期間�5 月 10日（月）～５月 21日（金）
▶対象　市民・団体
▶配布場所　環境課（北浦庁舎）
▶配布種苗　ゴーヤのみ
▶料金　無料配布
問・申　環境課（北浦庁舎）
　　　�☎�0291-35-2111

市内の緑化推進活動団体に
季節の花苗を配布します。

　地域の皆さんの手により、公共の場を緑化
し、緑豊かなまちづくりへの意識を持ってい
ただく事を目的としています。
　配布する花苗（種類未定）は、1団体あた
り 100 本までを予定しています。本数につ
きましては、状況により調整する場合がござ
います。
▶申込期間�５月 10日（月）～５月 21日（金）
▶対象　団体
▶人数　20団体程度

▶応募資格　普段から活動をしている町内
　　　　　　会・商店会・子ども会・老人会
　　　　　　等の団体のみ
▶場所　集落センターや道路沿いなど、地域
　　　　住民が活用する公共性の高い場所
▶料金　無料配布
問・申　環境課（北浦庁舎）
　　　�☎�0291-35-2111

女性農業者のための講座
受講生を募集します

　毎日農作業や家事、育児と忙しく働いてい
る女性農業者のみなさん！将来のあなたの
夢の実現のため、専門家による講義と演習を
通じて、実践的な経営者としての能力を身に
つけてみませんか。
※内容は、変更する場合があります。
▶期日　令和３年６月～４年１月（計８回）
▶時間　10:00 ～ 15:00
　　　　（第１回および８回は、13:00 開始）
▶場所　茨城県農業総合センター
　　　　（笠間市安居 3165-1）
▶内容　農業経営に必要な知識の習得、
　　　　仲間づくり
▶講師　中小企業診断士、
　　　　社会保険労務士など
▶対象　自らの経営計画を作成し、実行する
　　　　意向がある県内の女性農業者
▶募集人数　16 人
▶参加費　無料
▶申込締切　５月 21日（金）
問・申　茨城県農業総合センター
☎ 0299-45-8321��FAX�0299-45-8350
〒 319-0292　笠間市安居 3165-1
「いばらき農業アカデミー」で検索

歯の何でも電話相談
　普段、歯医者さんに聞けないこと・入れ歯
のこと・子供さんの歯の悩み・インプラント・
矯正・口臭の悩み・顎関節症・歯周病・ブラッ
シングの仕方・料金のことなど、歯に関する
悩みや質問を無料で電話相談いたします。
　匿名で結構ですので、お気軽にお電話くだ
さい。茨城県保険医協会の歯科医師がご相談
に応じます。
▶期日　6 月 6日（日）
▶時間　13:00 ～ 16:00
問・申　茨城県保険医協会☎ 029-823-7930

資源ごみ集団回収団体募集のお知らせ

庭木の手入れを学ぼう

　庭木の剪定時期や剪定方法についての講
話および施設内庭木の剪定実習を行います。
▶期日　6月 12日（土）　12月 11日（土）
▶時間　9:00 ～ 15:00　（全 2回）
▶場所　白浜少年自然の家
　　　　（行方市白浜 1466）
▶定員　20人
▶料金　各回 930円（資料・食事代）
▶申込期限　5月 23日（日）
問・申　白浜少年自然の家�
　　　�☎ 0299-73-2345
　　　�ホームページ
����������http://www.shirahama.gakusyu.
����������ibk.ed.jp/



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　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 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、
県が労働団体と共同で設立し
た団体です。
会員制によるパートナー探し
の支援をおこなっています。
　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した。
　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。
【登録方法】
　登録入会手続きは、ホームページ上の「入会
申込」から事前登録を行い、登録完了後に「来
所予約」を取ってから、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（２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
　☎ 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）　
TEL　0299-92-8888�
詳しくは、センターホームページをご覧ください
　♥�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　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 0299-72-0811

　令和 3年度　茨城県障害者スポーツ大会
「団体競技・レクリエーション競技」の申し
込みを 6月 14日（月）から 7月 21日（水）
の期間で行います。
　申し込み方法等詳細は、6月 9日 ( 水 )18
時に県障害福祉課HP（http://www.pref.
ibaraki.jp/hokenhukushi/shofuku/7-3.
html）に掲載予定です。ご確認の上、市
社会福祉課障害福祉グループ（玉造庁舎
0299-55-0111）へお申し込みください。
　詳細は、茨城県障害者スポーツ・文化協会
（担当：島田）までお問い合わせください。
問　茨城県障害者スポーツ・文化協会
　　茨城県水戸市笠原町 978-6 県庁 16階
�☎��029-301-3375�FAX��029-301-3378

令和 3年度　茨城県障害者スポーツ大会
「団体競技・レクリエーション競技」の

申し込みについて

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナーのご案内

第二種電気工事士受験対策（技能）Ａ講座 
▶期日　6月28日 ( 月 )、29日 (火 )、
　　　　7月1日 (木 )、5日 (月 )、6日 (火 )、
　　　　　　8日 (木 )�
▶時間　18:00�～�21:00　
　　　（6日間　計18時間）
▶内容　二種電気工事士の技能試験対策
　　　(試験で使用する工具を持参ください。)
▶定員　20人（定員を超える場合は抽選）
▶申込期間　5月3日 (月・祝 )～
　　　　　　　　5月26日 (水 )（必着）

ワードビジネス活用講座 
▶期日　7月12日 ( 月 )、13日 (火 )、
　　　　　　19日 ( 月 )、20日 (火 )�、
　　　　　　26日 ( 月 )、27日 (火 )
▶時間　18:00�～�21:00　
　　　　（6日間　計18時間）
▶内容　ビジネス文書作成、表作成、
　　　　ビジュアル効果のある文書作成等
▶定員　10人（定員を超える場合は抽選）
▶申し込み期間　5月17日 ( 月 )～�
　　　　　　　　6月9日 (水 )（必着）

各講座共通
▶受講料　3,040 円（テキスト代含む）
▶申し込み方法
　Ⅰ．『インターネット』の場合
　鹿島産業学院 HP<電子申請>より必要事
項を入力してください。入力の際、申込者のメー
ルアドレスが必要になります。
　Ⅱ．『郵送』の場合
　鹿島産業学院 HPより「受講申請書」をダウ
ンロードし、必要事項を記入の上、84円切手
を同封し、当学院に送付ください。
※詳しくは、学院ホームページをご覧ください。
問・申　茨城県立鹿島産業技術専門学院
〒311-2223　　鹿嶋市林572-1
☎ 0299-69-1171　FAX�0299-69-6455
HP：https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/
������kasansen/kunren/index.html

関東総合通信局からのお知らせです

　総務省では、6月 1日から 10日までを「電
波利用環境保護周知啓発強化期間」として、
電波を正しく利用していただくための、周
知・啓発活動および不法無線局の取締りを強
化しています。
　ルールを守らない不法な無線局は、テレ
ビ・ラジオ放送、携帯電話などの身近なもの
から、警察・消防・救急用無線などの人命に
関わる重要な無線に対して、混信・妨害を与
えるなど、私たちの生活や安全をおびやかし
ます。
　安全で豊かな社会を実現するために、電波
はルールを守り、正しく使いましょう。
問　関東総合通信局
　　●不法無線局による混信・妨害
　　�☎ 03-6238-1939
　　●テレビ・ラジオの受信障がい
　　�☎ 03-6238-1945

　一人で悩まず、ご相談ください（無料）
▶高齢者を狙った詐欺的な投資勧誘
　（未公開株、社債、ファンド）
▶「プリペイドカード買ってきて」・「番号を
教えろ」は詐欺
☎ 029-221-3195
※月～金　8:30 ～ 12:00/13:00 ～ 17:00
　祝祭日を除く�
▶借金の悩み、ひとりで抱えていませんか？
☎ 029-221-3190
※月～金　8:30 ～ 12:00/13:00 ～ 16:30
　祝祭日を除く�

財務省関東財務局水戸財務局事務所へ
ご相談を！

令和３年度自動車税（種別割）
について

　自動車税（種別割）は納期限（5 月 31 日）
までに納めましょう！
　自動車税（種別割）は毎年 4月 1日現在
で自動車を所有している方に課税されます。
　今年の納付期限は 5月 31日（月）です。
　お近くの金融機関、郵便局、コンビニエン
スストアまたは、県税事務所で納期限まで
に、納付してください。
　自動車税（種別割）は、クレジットカード、
スマートフォン決済アプリで納付ができま
す！！
　定期課税分の自動車税（種別割）は、クレ
ジットカード、スマートフォン決済アプリで
も納付できます。
　銀行やコンビニ等に行くこともなく「いつ
でも・どこでも・簡単」に自宅や外出先から
24時間いつでも自動車税（種別割）を納付
することができます。（納期限までに限りが
あります。）
※詳しくは、納税通知書に同封されるチラシ
　または茨城県税務課ホームページをご覧　
　ください。
問　茨城県行方県税事務所　収税課
　　☎ 0299-72-0482

準備講習会　
▶期日　９月７日（火）・９月８日（水）
　　　　※２日間
▶場所　鹿嶋市商工会（鹿嶋市宮中 2-1-34）
▶費用　40,000 円
　　　　※教本、問題集、テキスト他
　　　　　2日間の昼食代を含む
試験
▶期日　10月 30日（土）
▶時間　13:30 ～ 15:30
▶場所　つくば国際会議場
　　　　（つくば市竹園 2-20-3）
申し込み受付
▶ 9 月 3日（金）まで　先着 30人くらい
受験申請用書類配布・受験申請受付期間
▶ 5 月 10日（月）～ 6月 4日（金）
※願書記入指導はいたしません。
問　日本調理師会　茨城県調理師連合会
　　代表　横田　利春（割烹よこ多）
　　〒 311-1525 鉾田市野友 567-1
　　☎ /FAX　0291-32-6007

茨城県調理師試験　準備講習会
令和３年　茨城県調理師試験受験者の皆さまへ

2021 年度
鹿行手話奉仕員養成講座開催

　手話によるコミュニケーションの技術お
よび聴覚障害の関連知識を習得し、手話活動
を行い得る手話奉仕員を養成します。
▶講習日等�6 月 5日～令和 4年 3月 26日
　　　　　　　　　（毎週土曜日　全 39回）
▶時間　10:00 ～ 12:00
▶場所　潮来市中央公民館
　　　　(潮来市日の出 3-11)
▶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・
　　　　職業・社会活動・制度の基礎知識）
　　　　体験学習（聴覚障害者団体が行う　
　　　　レクや研修会等行事への参加）
▶対象者　鹿行地域在住で手話学習を希望
　　　　　する初心者（高校生以上）
▶受講料　無料 (テキスト代別途 )
▶手話奉仕員養成講座テキスト
　全日本聾唖連盟発行　厚生労働省手話奉
　仕員養成カリキュラム対応
　手話奉仕員養成テキスト　「手話を学ぼう
　手話で話そう」DVD付き　￥3,300
　※料金は受講日にお支払いいただきます。
　※釣銭のないようご用意願います。　
▶受講手続　受講当日、お申し込みくださ　
　　　　　　い。（事前申し込み不要）
問　社会福祉課（玉造庁舎）
　　☎�0299-55-0111


