
日　　時　６月15日(日)

　　　　　　午前９時～正午 (予定)

場　　所　鉾田エコハウス周辺の北浦湖岸

集合場所　鉾田エコハウス (鉾田市安塚地先。

湖岸堤防沿いにあります) 車はエコ

ハウス前の駐車場を利用してくだ

さい。

内　　容　カヌー体験やウォーキング約５㎞

注　　意　カヌー体験は募集先着40名様、対

象は小学３年生以上とさせていた

だきます。また、カヌー体験者は

一人500円負担 (当日徴収いたしま

す) とさせていただきます。その他、

カヌーは雨天でも体験可能ですが、

当日の状況により体験できない場合

もありますので、ご了承ください。

主　　催　北浦水質レスキュー隊連絡会議

募集人数　約200名 (小学生以上｡ ただし､ カヌ

ー体験は小学3年生以上先着40名)

参 加 費　無料 (ただし､ カヌー体験をする方

は一人500円負担)

持 ち 物　タオル (小雨の時はカッパなどの雨

具)・帽子・飲み物・弁当カヌー体

験者は濡れた場合のために、着替

え (乾きやすい服) を用意してくだ

さい。動きやすい服装でご参加く

ださい。　

※荒天の場合は鉾田エコハウスにおいて別メ

ニューを予定しております。(判断に困った

場合は、☎ 090-2306-8218 までお問い合わ

せください）

応募方法　電話、ファックス又はＥメールによ

り、住所・氏名・電話番号等を５月

31日 (土) までにお知らせください。

問　茨城県鹿行地方総合事務所　環境保全課

　　☎ 0291－33－6056　□ 0291－33－5638

　　□ rosokan@pref.ibaraki.lg.jp

日　時　５月28日 (水)

　　　　午後１時30分～３時30分

　　　　受付　午後１時～

場　所　鹿島勤労文化会館　１Fホール

　　　　鹿嶋市宮中325－1　☎ 0299－83－5911

問　ハローワーク常陸鹿島

　　☎ 0299－83－2318 (内線 23)

たすきで繋ぐ北浦一周ウォーキング

平成21年３月新規学校卒業者
求人受理説明会開催のお知らせ

茨城県食品表示ウォッチャー募集

春季バドミントン大会参加者募集

第３回　行方市長杯
ソフトバレーボール大会参加者募集

第５回行方市民ゴルフ大会参加者募集 茨城県消費生活講座受講生募集

問

活動内容　食品の品質表示状況のモニタリン
グ及び報告

活動期間　平成20年６月25日 (予定) から
　　　　　平成21年３月31日まで
応募資格
　⑴　茨城県内にお住まいの満20歳以上の方
　⑵　原則として、６月25日(水) に実施予定の

研修を受けられる方
　⑶　心身とも健康であり、自ら食品購入を行

っている方
※ウォッチャー経験者もご応募いただけます。
募集人員　100人
謝　　礼　期間中の活動の謝礼として、5,000円 

(予定) なお、研修会に参加するた
めの交通費や報告書の郵送料等に
ついては個人負担。

応募方法
　⑴　応募用紙 (市農林水産課にあります) に必

要事項を記入のうえ、郵送、FAXまたは
Ｅメールでお申込みください。応募用紙
は、茨城県のホームページからもダウン
ロードできます。

　⑵　応募締切　平成20年５月19日(月)　必着
応 募 先
　〒310-8555　水戸市笠原町978番６
　茨城県農林水産部園芸流通課　
　ウォッチャー募集担当宛
　☎ 029－301－3969　□ enryu@pref.ibaraki.lg.jp

タイトルに ｢ウォッチャー｣ と明記してください。
問　鹿行地方総合事務所農林課
　　☎ 0291－33－4121

期　　日　６月１日(日)

開 会 式　午前８時30分

場　　所　北浦体育館

参加資格　市内在住・在勤者

競技規則　日本バレーボール協会、ソフトバ

レーボール競技規則に準じる

競技種目　

ウィメンズ (学生、生徒、一般、年齢制限無し) 

全員女子のみ・フリー (学生、生徒、一般、年

齢制限無し) 男子は２名以内・ブロンズ (30歳

代の男女と40歳の男女それぞれ一人)・シルバ

ー (40歳代の男女と50歳の男女それぞれ一人)

・ゴールド (50歳以上の男女それぞれ一人)

＊全てのクラスで監督を含め９名以内で構成

されたチーム

参 加 料　１チーム　2,000円

　　　　　　(代表者会議時に納入)

申込方法　参加申込書に必要事項を記入の上

下記へお申し込みいただくか、代

表者会議時ご持参下さい。

問　スポーツ振興課 (北浦体育館内)

　　☎ 0291－35－2120　□ 0291－35－3854

申込期限　５月18日(日)

代表者会議　５月18日(日)

午後７時30分より行方市玉造農村

環境改善センター（玉造海洋セン

ター隣）

行方市ファミリーフットサル大会
参加チーム募集

日　　時　6月1日(日)　小雨決行　(予備日8日)
　　　　　集　　合　午前９時～
　　　　　試合開始　午前９時30分～
会　　場　北浦第１グラウンド
参 加 費　1チーム　2,000円
参加資格　行方市在住・在勤親子 (小学生)・

行方市フットサル協会に登録され
た選手であること・先着12チーム
まで

申込方法　下記の施設等に申込用紙と登録書
がありますので、必要事項を記入
の上、スポーツ振興課へお申込下
さい。※チーム構成・協議規則な
ど詳しくはお問い合わせください。

　　　　　北浦運動場　☎ 0291－35－2120
　　　　　麻生運動場　☎ 0299－77－0791
　　　　　玉造運動場　☎ 0299－55－3211
締　　切　５月23日(金) 必着
問　行方市体育協会事務局 (スポーツ振興課内)
　　北浦運動場体育館　☎ 0291－35－2120

期　　日　６月15日(日)

受　　付　午前８時30分～　

　　　　　開会式　午前９時

場　　所　北浦体育館

参加資格　高校生以上で市内在住在勤者 (又は

市内クラブで活動されている方・

近隣市町村の方)

種　 目

男子ダブルス　Ａ(上級)・Ｂ(中級)・Ｃ(初級)

女子ダブルス　Ａ(上級)・Ｂ(中級)・Ｃ(初級)

参 加 料　一組  1,000円

　　　　　(大会当日に受付にてお納め下さい)

申込方法　申込先にて参加申込書に必要事項

を記入の上お申し込み下さい。

申込期限　 ６月１日(日) 

そ の 他　高校生は３年生がＡ(上級)、1・2年

生はレベルに応じて申し込んで下

さい。

問　スポーツ振興課 (北浦体育館内)

　　☎ 0291－35－2120　□ 0291－35－3854

日　　時　６月17日(火)　スタート時間８時～

※スタート時間は申込締切期限後に申込先に

ご確認ください。

※スタート時間の30分前には受付を済ませて

ください。

場　　所　ノースショアカントリークラブ

　　　　　（行方市山田2423番地）

　　　　　　☎ 0291－35－1911

主　　催　行方市体育協会

主　　管　行方市体育協会ゴルフ連盟

後　　援　行方市教育委員会

参加資格　行方市に在住または在勤する方

プレー料金　①ビジター  8,500円

　　　　　　（乗用カート・昼食付）

※上記の料金は、セルフの料金となっており

ます。キャディー付プレーをご希望の方は、

別途 3,000円が上記料金に加算されます。

参加料金　3,000円 (賞品代、パーティー代)

※フロントで参加費込みで精算致します。

表　　彰　プレー終了後，懇親パーティの席

で行います。

競技方法　18ホールストロークプレー。新ペ

リア方式 (無制限) で打数を算出，

シニアベターでランキング。(詳細

は当日発表) 男子の部・女子の部。

募集人数　先着 200名 (50組）

申込期間　５月７日(水) から５月31日(土) 午

後５時まで (必着)

申込方法　下記へ直接ご持参頂くか、ＦＡＸ

にて申し込みください。

問　行方市体育協会事務局

　　☎ 0291－35－2120 (北浦体育館内）

　　□ 0291－35－3854

事業主のみなさまへ

　手漕ぎボートレースと地域の特産を集めた物産展を中心としたイベントです！

　レース内容は２人１組によるゴムボートまたは自作のボートに乗って規定のコースを

往復 (100ｍ程度) するタイムトライアルです。落水は失格です。

日　　程　６月29日(日) 雨天決行　８時受付・９時開始 (強風・雷等の荒天時は7月13日に延期)

部　　門　①ゴムボート部門　当実行委員会が用意します。

　　　　　②自作ボート部門　当実行委員会の船検を受けて頂きます。(詳細は問合せ)

参加資格　20歳以上 (ただし保護者が同乗であれば未成年者でも可。親子等の参加大歓迎！)

　　　　　　　　上位入賞者には豪華商品を用意しております !!

※安全面につきましては、当実行委員会において、ライフジャケットの準備・着用の徹

底、また救助艇の配備等万全を期しますが、万が一の事故や怪我の場合、責任を負い

かねますので十分注意してご参加ください。

問　行方市北浦商工会青年部事務局　☎ 0291－35－2013

北浦レイクフェスティバル開催のお知らせ

手漕ぎボートレース　参加者の募集！問

問

問

問

問 問

問

※通信講座での受講となります。

開講期間　７月～10月

テキスト　「くらしの豆知識2008」

※提出していただいた課題は、添削してお返

しします。※８割 (４課題) 以上提出した方に

は修了証を交付します。

課題内容　①契約Ⅰ(問題商法とは？契約とは

？クーリング・オフとは？) ②契約

Ⅱ(クーリングオフの要件・悪質商

法への対処法・クーリング・オフ

通知書を書こう) ③契約Ⅲ(消費者契

約法の効果・中途解約料の計算・

消費生活相談の状況) ④金融サービ

ス等の基礎知識 (多重債務問題・金

融トラブル・年金や保険) ⑤くらし

の基礎知識 (くらしの事故・地球環

境問題・食品の表示に関する法律)

受講資格　県内在住者又は通勤通学者

受 講 料　無料 (ただし、テキスト代、郵送料

等は受講者負担となります）

定　　員　300名 (申込み多数の場合抽選）

受付期間　５月７日(水) から６月６日(金)

申込方法　はがきに①～⑤を記入のうえ、鹿

行地方総合事務所　県民生活課「

消費生活講座」担当へ申し込んで

ください

　　　　　①郵便番号・住所・②氏名 (ふりが

な）③年齢・④職業・⑤電話番号

問　鹿行地方総合事務所　県民生活課

　　〒311-1593　鉾田市鉾田1367－3

　　☎ 0291－33－6123 (直)

問


