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Neighboring town

大洗魚市場ホッキまつり
　大洗で獲れた新鮮なホッキ貝や干物などの魚
介類を、特別価格にて提供します。
　活気がいっぱいの大洗魚市場にぜひお越しください。

　お子さんが急な病気で心配なとき、ご相談ください。すぐ受診させた
方が良いのか、経験豊富な看護師がアドバイスします。
▶相談日時 月～土曜　午後６時 30分～翌朝午前８時
 日曜・祝日・年末年始　午前８時～翌朝８時
▶受付電話番号 ・プッシュ回線の固定電話、携帯電話の場合 ＃８０００
 ・すべての電話から　☎０２９－２５４－９９００

　富士山麓の自然豊かなキャンプ場で、全国から集まる青少年（日本人・外国人）
が、キャンプ生活や富士登山などの野外活動を共にしながら友情を深めます。
▶期　　間 ８月１日（火）～５日（土）４泊５日
▶場　　所 静岡県朝霞野外活動センター
▶対　　象 小学３年生～中学３年生
▶定　　員 日本人 80人、外国人 20人
▶参　加　費 水戸駅から出発の場合　64,000 円
▶申込締切 ７月５日（水）
【問合せ先】 公益財団法人　国際青少年研修協会
 ☎０３－６４１７－９７２１
 〒141－0031　東京都品川区西五反田７－15－4　第三花田ビル４階
 💻http://www.kskk.or.jp

　▶日　時　６月 11日（日）午前９時～午後２時
　▶場　所　大洗町魚市場　※雨天決行
【問合せ先】大洗町 農林水産課
　　　　　☎０２９－２６７－５１１１（内線３４４）

開催期間：６/17日（土）～７/９（日）
場所：涸沼自然公園（中石崎2263）
イベント開催日

午前10時 ～ 午後８時［荒天中止］

イベント開催日

午前10時 ～ 午後８時［荒天中止］
タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル
第１部　特設屋外ステージ

第２部　あじさいライトアップ（あじさい花あかり開催）

時  間 イベント内容 出演団体
10：00～10：30

10：40～12：50

13：00～13：30
13：30～14：00
14：00～14：30
14：40～15：10
15：20～15：50
16：00～16：30
16：30～17：15
17：30～18：00
18：00～18：30

オープニングステージ

団体ステージ発表

開会セレモニー
～オルタンシア～の風に乗って
癒しの空間へようこそ～クラシックの世界へ～あじさいの香りとともに
心に響く音楽を
磯山　純　ミニライブ
茨城町ふるさと大使マシコタツロウ　　初ライブ！
お楽しみビンゴゲーム大会
タヒチアン＆フラダンスショー
ヒップホップ

青葉中学校

ル・シエル音楽団
ファゴット奏者　皆神陽太＆クラシックギター青戸久男
唄頂の大員
磯山　純
マシコタツロウ
参加者全員
Ｈula Ｈalau O ＭahaoＡnela　
Fairykids＆Angelkids

18：30～19：00
19：00～19：10
19：15～20：00

川嶋志乃舞　キラキラシャミセ二スト☆
あじさいライトアップ点灯式
あじさいのように煌いて～フィナーレを飾るのは大人のＪAZZ

川嶋志乃舞
ひぬ丸くん
篠原和宏＆ジャズカルテット

沼前幼稚園・さくら保育園・大戸幼稚園・
長岡幼稚園・まさみ幼稚園・タチキッズ・
ひぬま保育園・飯沼こども園・小浦あんばの会

【問合せ先】商工観光課　☎０２９－２４０－７１２４（直通）
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Hinuma Ajisai Festival 2017
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茨城子ども救急電話相談

第38回
青少年国際交流キャンプ参加者募集

　　　　　☎０２９－２６７－５

開催期
場所
イベイベ

午前午前
タ イ ム ス ケ ジ ュ ー ル

Hinuma Ajisai Festival 2017

認 知 症 対 応 型 介 護 保 険 施 設

豊かな緑に包まれた環境で、
安心と安らぎのある介護
サービスを提供いたします

自然豊かな涸沼の湖畔で、
ふれあいがあり、温もりが
ある介護サービスを提供い
たします

グループホーム
茨城町中石崎 159-1  ☎029-240-8117 （担当 小柴） 茨城町中石崎 1055 ☎ 029-240-8321 （担当 久保田）

ひ ぬ ま グループホーム ひぬまの杜

入
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者
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可
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　「いばらきマリッジサポーター」による結婚相談
会を下記のとおり開催します。
　結婚を希望される本人、ご家族、どなたでもお気
軽にご相談ください。
　相談会当日は、当会登録者のプロフィールを閲覧
することができ、ご質問、ご相談に対しマリッジサ
ポーターがお答えします。（その場で加入もできま
すので、できましたら写真（縦10㎝×横7㎝）を１
枚お持ちください。）
　結婚に関心のある方はどなたでもお気軽にご参加
ください ! !

▶日　時　6月18日（日）
　　　　　午前10時～午後３時
▶場　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　２階　多目的室

▶参加費　無料
▶主　催　マリッジサポーター県央地域活動協議会、茨城

県、（一社）いばらき出会いサポートセンター
▶協　力　茨城町
※マリッジサポーターは茨城県知事より委嘱を受
け、ボランティアで結婚支援を行っています。

【問合せ先】　
社会福祉課　☎０２９－２４０－７１１２（直通）

情報

お知らせ

お知らせ

水戸地方がん市民セミナー

　水戸駅ビルにおいて「がん」に関する市民セミ
ナーを開催します。

▶日　　時　6月18日（日）
　　　　　　午後１時30分～４時
▶場　　所　エクセルホール
　　　　　　（水戸駅ビルexcel本館6階）
▶内　　容　第１部「乳がんについて」
　　　　　　　　　　午後１時30分～
　　　　　　第２部「前立腺がんについて」
　　　　　　　　　　午後２時30分～
▶参　加　費　無料
▶申込方法　電話、メールまたはFAXにて事前申込み
　　　　　　を受け付けます。（住所、氏名、年齢、
　　　　　　参加人数を記載の上セミナー前日までに
　　　　　　お申し込みください）当日空席があれば
　　　　　　事前申込みがなくても参加可能です。
【問合せ・申込み先】アストラゼネカ市民公開講座
事務局　☎０６－４７０８－３９４９
　　　  FAX06－4708－8004
　　　  メール az_shimin@coac.co.jp

け、け、け、け、けけけ ボラボラボラボラボラボランテンテンテンテンテンティアィアィアィアィアィア
【【【【【【問合問合問合問合問合問合合せ先せ先せ先せ先せ先せ先せ先】】】】】】
社会社会社会社会社会会社会社 福祉福祉福祉福祉福祉福祉福祉福祉福 課　課　課課課課 ☎☎☎☎☎☎☎００００００２２２２２２

ミ

募　集 手話奉仕員養成講座
（入門課程）受講者募集

　手話を使って聴覚に障がいのある方を支援する、
奉仕員を養成する講座です。基礎から学びますので、
初めての方でも安心して参加することができます。手
話に興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

▶日　　時　平成29年 7月から平成30年 3月
　　　　　　第１～第３木曜日
　　　　　　午後６時30分から８時30分
▶場　　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　　　視聴覚室
▶参加対象　町内在住・在勤の方
▶定　　員　３０人
▶参　加　費　無料（但し、テキスト代３,０００円（税別）
　　　　　　がかかります）
▶申込締切　平成29年６月20日（火）
▶申込方法　ハガキまたはFAX（氏名、住所、連絡

先、年齢、受講希望理由・動機）に記入
のうえお申し込みください。

【申込み・問合せ先】　
社会福祉課　☎０２９－２４０－７１１２（直通）
　　　　　　FAX０２９ー２１９ー１０２６
　　　　　　〒３１１－３１９２　茨城町小堤１０８０

一人で悩まず気軽に相談
行政書士無料相談会を開催します

　「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」
「必要な許認可はなにか」「農地転用したい」暮ら
しのなかでお困りのことはありませんか。行政書士
が、親切・丁寧に皆さまのお悩みをお聞きします。
　相談は無料・秘密厳守です。事前申し込みは不要
ですので、お気軽にご利用ください。

▶日　　時　6月19日（月）午後１時～４時
▶場　　所　茨城町総合福祉センター「ゆうゆう館」
　　　　　　２階　会議室３
▶相　談　員　茨城県行政書士会　水戸支部会員
【問合せ先】水戸支部事務局　木村
　　　　　 ☎０２９－２５１－３１０１

「「「「「「いばいばいばいばいばいばいばい らきらきらきらきらきらききら マリマリマリマリマリマリリリリッッッッッッッ
会を会を会を会を会を会を会を下記下記下記下記下記下記下下 のとのとのとのとのとのとおりおりおりおりおりおりお 開開開開開開

お知らせ いばらきマリッジサポーター
結婚相談会
～結婚よろず相談・人生の宝さがし～

６月の納税
○町県民税　　　　　　１期
○国民健康保険税　　　２期
○介護保険料　　　　　２期
・口座振替のお申込みは、納税通知書、通帳及び届出印を
持って金融機関等の窓口へ

納期限は６月30日（金）
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