
　人権擁護員は地域住民の人権が侵害されな

いよう常に注意を払い、もし、人権が侵害さ

れたときは、その相談を受け、被害救済のた

めに速やかに適切な処理を行います。

日　時　６月４日 (水）

　　　　午前10時～午後３時

場　所　行方市麻生公民館・北浦公民館

　　　　玉造公民館

※相談担当者は人権擁護委員です。

主　催　鹿嶋人権擁護委員協議会・水戸地方

法務局鹿嶋支局

　平成20年5月1日 (木) から、国税に関するご

相談等については、事前に税務署に電話予約

をいただいた上での面接相談を行っておりま

す。国税に関するご相談を希望される方は、

まず電話にてお問い合わせください。

　　潮来税務署　☎ 0299－66－6931

　自動車税は毎年４月１日現在の所有者（登

録名義人）に課税されます。納税通知書を５

月上旬に送付しますので、お近くの金融機関、

コンビニまたは県税事務所で納期限（６月２

日）までに納税して下さい。

　また領収書と一緒についている継続検査用

（車検用）の納税証明書は、検査のときに必

要となりますので大切に保管してください。

　　茨城県行方県税事務所　☎ 0299－72－0482

日　時　６月11日 (水)

　　　　　午前10時～午後12時15分

　　　　　午後１時30分～午後４時

場　所　ベイシア玉造店

主　催　茨城県・骨髄移植推進財団

　　　　　☎ 0120－445－445

　　鉾田保健所衛生課

　　☎ 0291－33－2158

税務相談事務における事前予約について

人権擁護委員による
｢全国一斉特設相談｣ を実施します

骨髄バンクドナー登録会

自動車税は納期限 (6月2日)
までに納めましょう！

地域リハステーション勉強会を開催します

船舶免許更新失効講習会

税理士による無料税務相談を
開設しています

平成20年度茨城県職員採用上級試験

農作業に伴う交通死亡事故は
５月の田植え時期に多発！

ふるさと女性大学 ｢葦の会｣ 開講概要

『わくわくニュースポーツ推進員
養成講習会』受講者募集

｢いばらき営農塾｣ 受講者募集

ハイキング参加者募集！

お 知 ら せ

募　　集

　相続税、贈与税、消費税、所得税など税金

の相談や法人設立などの創業に関する相談に

ご利用ください。

相談日　５月21日 (水)

　　　　６月04日 (水）

　　　　６月18日 (水）

　　　　７月02日 (水）

時　間　午後１時30分～４時30分

　　　　（相談時間　一人約50分程度）

会　場　鹿嶋市まちづくり市民センター　2階

　　　　(鹿嶋市宮中4631－1　☎ 0299－83－1551)

その他　連絡先へご予約でお願いします。

　　関東信越税理士会潮来支部

　　　小倉順一税理士事務所

　　　☎ 0299－84－1611

テーマ　『車いす・クッションを活用したシ

ーティング技術と実践』

講　師　アビリティーズ・ケアネット㈱販売

促進課　グループ長　佐野俊也

日　時　５月16日 (金)

受　付　午後6時～　　講演 6時30分～8時

場　所　鹿島労災病院講堂

対　象　リハビリ・介護等施設実務者

定　員　50名

　　鹿島労災病院リハビリステーション課

　　中村亮子

　　☎ 0479－48－4111

日　　時　６月11日 (水)　午前９時～

場　　所　潮来ホテル　１階会議室

　　　　　☎ 0299－62－3130

必要書類　・免状コピー(両面) 1枚・写真(タ

テ4.5㎝×ヨコ3.5㎝) 2枚・住民票 

(本籍地記載) 1枚・料金 9,500円 (更

新) 14,500円 (失効)

申込方法　必要書類を添えてお申込下さい

申込締切　５月30日 (金)

問　水郷ボートサービス㈱

　　☎ 0299－63－1231

　農作業に伴う交通死亡事故は、

例年４月から増加して、５月の

田植え時期に多発する傾向です。

年齢層では、事故の約８割が高

齢者によるものです。

　また農耕者の約７割が単独事

故となっており、土手などへの乗り上げ等で

下敷きになる事故が約８割となっています。

農作業に従事するみなさん！

農作業所への行き帰りには十分注意しましょう。

○通り慣れた道でも、交差点では必ず安全確

認をしましょう。

○農耕車の特性を考え路面の形状や運転操作

に十分注意しましょう。

○農耕車に反射材を取り付け、目立つように

しましょう。

　詳しくは５月１日 (木) から配布する試験案

内または県人事委員会HPをご覧ください。

期　　日　６月29日 (日)

応募資格　昭和54年４月２日から昭和62年４

月１日までに生まれた人

※一部資格を必要とする職種などはこれによ

らない場合があります。募集する職種によ

って、一定の資格・免許（取得見込みを含

む。）を必要とする場合がありますので、

必ず試験案内でご確認ください。

人　　数　募集する職種により異なりますの

で、試験案内でご確認ください。

場　　所　水戸市

申込方法　５月１日 (木) から県地方総合事務

所や県税事務所などで配布する申

込書に記入の上、県人事委員会事

務局あて郵送または持参により申

込みをするか、『いばらき電子申

請・届出サービスホームページ』

から申込みができます。

申込締切　５月13日 (火)～５月28日 (水)

　　県人事委員会事務局

　　☎ 029－301－5549

　　　 029－301－5559

　　　 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/iinkai/jinji/

主　　催　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

後　　援　茨城県レクリエーション協会

応募資格　ニュースポーツに関心があり、講

習期間を通して受講可能な概ね60

歳以上の方

申込期限　５月23日(金) まで

講習期間　６月９日(月)～12月16日(火)

　　　　　の間の20日間

履修時間　80時間

実施方法　原則として、１種目につき１日４

時間づつ３日間、講義と実技を併

せて行います。

会　　場　堀原運動公園 (大道場及び競技場)

　　　　　水戸市新原2－11－1

募集定員　50人　

受 講 料　1人　3,500円 (テキスト・保険等)

講習競技　シャフルボード・ユニカール・グ

ラウンドゴルフ・ペタンク・フラ

イングディスク・ローンボウルズ

・オーバルボール・バッゴー・デ

ィスコン・ニチレクボール・輪投

げ（合計11種目）

方　　法　受講申込書に必要事項を記入し、

社会福祉法人茨城県社会福祉協議

会茨城わくわくセンター宛に申し

込んで下さい。

問　〒310－0851　水戸市千波町1918

　　社会福祉法人茨城県社会福祉協議会

　　茨城わくわくセンター

　　☎ 029－243－8989　

　　　 029－244－4652

　地域集落における活動の中心的存在となる

女性リーダーの養成を目的に今年度も次のと

おり開講します。

講義場所　茨城県総合福祉会館

　　　　　（水戸市千波町1918）

講義内容　男女共同参画、ふるさとづくり、食育、

福祉、食の安全、環境と健康など

講義日数　７月から21年１月までの６日間

定　　員　280名

受 講 料　1,000円（資料代を含む）

申込締切　６月20日(金)

申し込み　農林水産課（北浦庁舎）

　　　　　　☎ 0291－35－2111

主　　催　㈳茨城県ふるさとづくり推進センター

　県では、茨城県内で近く農業を始める方や

農業を始めて間もない方を対象に、農業技術

の基礎を体系的に学べる研修を行います。

研修内容と対象者

①定年帰農者等支援研修（水稲入門コース）

　期間：６/17 (火)～10/31日 (金)

　原則、平日の夜間と土曜日の日中に開講

対象者：農産物を販売し収入を得ようとす

る概ね65歳までの方

②営農支援研修

　期間：６/25 (水)～10/18 (土)

　原則、水曜日の夜間と土曜日の日中に開講

対象者：野菜を中心とした本格的な農業経

営を目指す概ね45歳までの方

場　　所　茨城県立農業大学校

　　　　　（茨城町長岡4070－186）

内　　容　農業基礎知識の講義と実習

定　　員　各40名

受 講 料　無料 (ただし、テキスト代は等は受

講者負担)

申込方法　もよりの農業改良普及センターを

経由して、茨城県立農業大学校に

申し込んでください。申込み者多

数の場合には選考の上、決定させ

ていただきます。

申込締切　両コースとも５月30日 (金) 必着

　　茨城県立農業大学校　研修科

　　☎ 029－292－0010

　　　 029－292－0903

　　 　http://www.ibanodai.ac.jp

新緑の戦場ヶ原を歩いてみませんか。

日　　時　６月17日(火)

場　　所　栃木県　日光方面

　　　　　（初心者向けコース）

募集定員　80名

参 加 料　3,000円 (１名)

乗 り 物　バス利用（大型２台）

持参品等　ハイキングに適した服装等、靴 (山

歩きできる靴)、昼食、雨具、タオ

ル、水筒、着替え等 (温泉に入浴す

る時間も考慮いたします)

申込期限　５月20日(火)　定員になり次第締切

申込方法　住所・氏名・電話番号を電話又は

ＦＡＸにてお申し込み下さい。

申　スポーツ振興課 (体育協会事務局)

　　☎ 0291－35－2120

　　　 0291－35－3854
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お知らせ版お知らせ版
行方警察署よりお知らせ

問

問

問

問

問

問

問

問

申

問


