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　防衛省は、自衛隊記念日行事の一環として、航空観閲
式を10月29日（日）、航空自衛隊百里基地において実施
します。
　本観閲式は、政府主催行事のため、招待者以外の方のご
入場はできません。また、当日及び事前の飛行訓練に際し
ては、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解をお願いします。
【問合せ先】航空自衛隊百里基地渉外室　　
☎０２９９ー５２ー１３３１（内線）２２１１または２５８７

防防防防防防防衛省衛省衛省衛省衛省衛省衛省省は、は、は、は、は、は、は、自衛自衛自衛自衛自衛自衛自衛衛衛自 隊隊隊隊隊隊隊
式を式を式を式を式を式を式 1010101010101 月2月2月2月2月2月2月2月 9日9日9日9日9日9日9 （（（（（（（日日日日日日）））））
しましましましましましまします。す。す。す。す。す。すすす

お知らせ 航空観閲式の開催について

　「食べるのは好きだけど、作るのはちょっと…」や
「いろいろな料理を学んでみたい！」など普段の食生活
で感じている男性の方必見！
　町食生活改善推進員が講師となり、“男の料理教室”
を開催します。身近な食材を使って、誰でも簡単に作れ
るおいしい健康食レシピをお教えします。料理の経験が
ある方もない方も、お気軽にご参加ください。

▶日　時　10月19日（木）
　　　　　午前９時30分～正午終了予定
　　　　 （受付：９時15分～）
▶場　所　ゆうゆう館内保健センター２階　栄養指導室
▶対　象　町内在住の男性
▶定　員　２０人
　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
▶参加費　２００円（材料費）
※持参品…エプロン、三角巾、米１合、手拭き用のタオル
▶申込方法　10月６日（金）までに、電話や窓口にて、
健康増進課までお申し込みください。または、お近く
の食生活改善推進員にお申し込みください。
▶申込期間　９月４日（月）～10月６日（金）
【申込み・問合せ先】健康増進課　
　　　　　　　　　 ☎０２９ー２４０ー７１３４（直通）
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募　集 男の料理教室

　「いばらきマリッジサポーター」による結婚相談会を
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、写真
を１枚（縦10㎝横7㎝）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　10月1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ー２４０ー７１１２（直通）
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水戸市
第６回水戸まちなかフェスティバル
　国道50号を歩行者天国として、デザイン、
エンターテイメント、グルメに加え、ライブス
テージにワンコイン商店街と様々なイベントが
集結する秋のストリート文化祭です。
▶日　時　9月24日（日）
　午前10時～午後４時（イベント開催の時間　交通
規制は午前９時～午後５時）
▶場　所　国道50号大工町交差点～水戸中央郵
便局交差点　銀杏坂　（歩道区間）　他

【問合せ先】水戸まちなかフェスティバル実行
委員会（事務局　水戸市商工課内　☎０２９－２
３２－９１８５）
HP�http://www.city.mito.lg.jp/001433/003461/p20130815.html

小美玉市
広大な土地に咲き誇る満開のコスモス
　約6.3haの広大な土地にコスモスが開花しま
す。『センセーション』というポピュラーな品
種を中心に、濃紅色、桃色、白色の花を咲か
せ、訪れた人の目を楽しませてくれます。
▶開花時期　例年９月中旬から10月中旬で、
10月上・中旬に見ごろを迎えます。
▶場　所　小美玉市希望ヶ丘公園
　　　　 （小美玉市中台418）
【問合せ先】小美玉市商工観光課
☎０２９９ー４８ー１１１１(内線１１６１)

Neighboring town
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募　集 ひぬまスポーツＣＯＭハイキング
参加者募集

　一ノ倉沢は、日本三大岩場の一つに数えられ、切り立
つ岩壁は訪れた者を圧倒する迫力があり、木々・空・岩
肌が織り成す壮大な景色は、季節・天候・時間によって
その表情や趣を変え、訪れる人々を魅了します。参加を
お待ちしています。
▶日　時　10月1日（日）午前7時役場発
▶コース　谷川岳　一ノ倉沢トレッキングコース
　　　　　（どあいぐちから一ノ倉沢・出合の往復　約６㎞）
▶参加料　6,000円（一般の方）
　　　　　5,500円（会員の方）【交通費、保険料】
▶募集人員　40人（先着順）
▶申込方法　9月22日（金）午後６時30分～
▶臨時受付場所　茨城町教育委員会駒場庁舎
　※定員になり次第、締め切らせていただきます。
【問合せ先】ひぬまスポーツＣＯＭ代表　田山勝成
　　　　　 ☎090-4591-8224
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情報
９月の納税

○国民健康保険税　　　　５期
○後期高齢者医療保険料　３期

・納税通知書に記載の最寄りの金融機またはコンビニエン
スストアにて、納期限内に納めましょう。

納期限は10月2日（月）
平成29年度（前期）
障がい者就職面接会

　障がい者就職面接会は、障がい者の雇用促進を図るた
め、障がい者を雇用しようとする事業主等と就職を希望
する障がい者が一堂に会し、求人者・求職者が互いに理
解を深めつつ面接を行います。
　面接会に参加を希望する求人者・障がい者の方は、事
前に管轄ハローワーク（公共職業安定所）にお申し込み
ください。
▶日　時　９月28日（木）午後１時～３時30分
▶場　所　ホテルレイクビュー水戸
　　　　　（水戸市宮町１－６－１）
▶対　象　障がいのある方
▶参加費　無料
▶申込方法　下記にお問い合わせください。
【申込み・問合せ先】ハローワーク水戸
　　　　　　　　　 ☎０２９ー２３１ー６２２１
　　　　　　　　 FAX０２９ー２２４ー０７９５

▶申込方法　下記に
【申込み・問合せ先】
　　　　　　　　　
　 　 　 　 F

お知らせ 茨城県臨床整形外科医会
医療市民講座（骨と関節の日）

　この機会にぜひ一緒に取り組みましょう。私たち整形
外科がサポートします。
▶テーマ　ウェルエイジングを考える～骨粗しょう症と

ロコモティブシンドローム～
▶日　時　10月1日（日）午後１時30分～４時
▶場　所　医療専門学校水戸メディカルカレッジ
　　　　 （水戸市東原３－２－５）
▶講　師　勝田整形外科医院
　　　　　副院長　小宅雄一郎　医師
▶参加費　無料
▶申込方法　９月28日（木）までに、お電話にて下記ま
でお問い合わせください。（定員100人）講座終了
後、医師による個別相談あり。また、希望者には骨密
度測定をします（要予約）。

【申込み・問合せ先】北水会記念病院
　　　　　　　　　 ☎０２９ー３０３ー３００３

お知らせ 全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、暴行・虐待など
高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題の解決を図るた
めの人権相談活動を強化することを目的として、全国一
斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間を実
施し、悩みを持った方からの相談に応じます。
　秘密は守られますので、安心してご相談ください。
▶期　間　９月４日（月）～10日（日）
▶時　間　午前８時３０分から午後７時まで
　　　　　※土・日曜日は午前10時から午後５時まで
▶電話番号　０５７０－００３－１１０
　　　　　 （全国共通人権相談ダイヤル）
▶相談員　人権擁護委員・法務局職員
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お知らせ 茨城町戦没者追悼式

　先の大戦において犠牲となられた町関係戦没者の御霊
に対し、追悼の意を捧げるとともに、町をあげて平和を
祈念し、町発展の決意を新たにするため、町戦没者追悼
式を実施します。
▶日　時　９月22日（金） 午前　９時１５分受付
　　　　　　　　　　　　　   午前１０時００分開式
▶場　所　「やすらぎの丘」慰霊塔前　茨城町小堤９６７番地
　　　　  （雨天の場合は、町中央公民館大ホール）
　　　　　※駐車場は役場駐車場をご利用ください。
【問合せ先】社会福祉課 ☎０２９ー２４０ー７１１２（直通）
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お知らせ 水戸ニューモラル講演会

　心のあり方（心づかい）が大切なモラルについて学び
ませんか。
▶テーマ　人を生かす３つの心
▶日　時　９月24日（日）午後２時～４時
　　　　 （受付　午後１時30分～）
▶場　所　茨城県立歴史館　講堂（水戸市緑町２－１－15）
▶講　師　野々村守春
　　　　 （公益財団法人モラロジー研究所社会教育講師）
▶参加費　無料
▶申込方法　９月17日（日）までに電話またはFAXに住
所、氏名を記入のうえお申し込みください。（定員60人）

【申込み・問合せ先】水戸モラロジー事務所
　　　　　 ☎／FAX ０２９ー２６３ー２５５３

▶申込申込申込申込込方法方法方法法方法 月月月
所、所、所、所、所、所所、氏名氏名氏名氏名氏名氏名を記を記を記を記を記を記記入の入の入の入の入の入の入の入

【【【【【【【申込申込申込申込申込申込申込込込み・み・み・み・み・み・み 問合問合問合問合問合問合せ先せ先せ先せ先せ先せ先】】】】】】】】
　 　　 　 ☎／☎／☎／☎／☎／☎／☎／☎／FAFAFAFAFAFAAAAAXXXXX

お知らせ

　妊活について、疑問に思っていることや誰にも聞けな
かったことなど、なんでも聞いてみませんか。
▶テーマ　誰でもわかる妊活～聞いてみよう！不妊治

療・検査ってどんなこと？～
▶日　時　９月24日（日）午後２時20分～４時20分
     　　　 (受付　午後１時30分～）
▶場　所　茨城県メディカルセンター ３階 会議室
     　　　 (水戸市笠原町４８９)
▶申込方法　９月20日（水）までに電話にてお申し込みください。（定員15人）
【問合せ先】茨城県産婦人科医会 ☎０２９ー２４１ー１１３０
　　　　　 ※平日午前９時～午後３時
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【申込み・問合せ先】
　　　　　　　　　

お知らせ 就業構造基本調査を
実施します

茨城県不妊専門相談センター
妊活会

○この調査は、統計法に基づき５年ごとに実施する国の
重要な統計調査です。

○全国から抽出された約52万世帯の１５歳以上の世帯員約
108万人を対象に、平成29年10月１日現在で実施します。
○就業状況や就業に関する希望などについて調査し、調査
の結果は雇用対策などの各種施策に活用されます。

○調査の対象になる世帯には、統計調査員が訪問しますの
で、調査票の記入にご協力くださいますようお願いします。

【問合せ先】
就業構造基本調査コールセンター　※８月25日から
☎０５７０ー０７ー１９３７
☎０３ー６７４８ー１９７０（ＩＰ電話の場合）
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