
　行方市の花でもある「やま
ゆり｣ 。別名は ｢ニオイユリ｣ 
とも呼ばれ、咲き誇る姿だけ
でなく甘く濃厚な香りも楽し
めます。皆様のお越しをお待
ちしております。
開催期間　７月10日(木) ～25日(金)
場　　所　井上 ｢山百合の里｣ 及び ｢西蓮寺｣
賛 助 金　300円 (高校生以下は無料)
　※里山保全活動に活用させていただきます
イベント
７月20日(日)　オカリナ演奏　野口  喜広 氏
　　　　　　　①午前11時　②午後２時
７月21日(月)　フルート演奏　林　  寛子 氏
　　　　　　　　　　　　　　宮内あゆみ 氏
　　　　　　　①午前11時　②午後２時
　　行方市観光協会 (商工観光課内)
　　☎ 0291－35－2111

開催日　８月９日(土)　※雨天時10日(日)
会　場　行方市麻生地区　天王崎公園
催し物　午後２時　観光帆引き船の運航・天

王崎公園にて模擬店、物
産販売

　　　　午後７時　湖上花火大会
　　　　　　　　　（打上予定数2500発）

　　　　　　　　　　(写真はイメージです｡)

　　サンセットフェスタ実行委員会事務局
　　(行方市麻生商工会内）
　　☎ 0299ー72ー0520

　放送大学では、今年度の第２学期（10月入
学）の学生を募集しています。
　放送大学は、テレビ・ラジオによる授業と
面接授業を受けて単位を修得する通信制の大
学で、教養学部と大学院があります。
　詳しい資料を無料で送付いたしますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。
　・申　〒310ー0056
　　　　水戸市文京2ー1ー1 (茨城大学内)
　　　　放送大学茨城学習センター
　　　　☎ 029ー228ー0683
　　　　　 029ー228ー0685

第11回 ふるさと山百合まつり

放送大学10月入学生募集

『サンセットフェスタＩＮ天王崎』
が開催されます

茨城県警察官採用試験

行方市職員 (管理栄養士) 採用試験

鹿行広域事務組合消防吏員採用試験 ウォータースポーツ大会参加者募集

狂歌作り方教室参加者募集！

ヨット教室参加者募集

募　　集

受験資格

「警察官Ａ」昭和54年４月２日以降に生まれ

た人で、学校教育法による大学

（短期大学を除く）を卒業した

人若しくは平成21年３月31日ま

でに卒業見込みの人または人事

委員会がこれと同等と認める人

「警察官Ｂ」昭和54年４月２日から平成３年

４月１日までに生まれた人で、

警察官Ａの受験資格に該当しな

い人

試験日程

　申込受付　　７月010日(火)～８月18日(月)

　第１次試験　９月21日(日)

　第２次試験　

　　ア　適性検査、身体精密検査

　　　　10月25日(土)、26日(日) のいずれか1日

　　ィ　口述試験

　　　　10月27日(月)～29日(水) のいずれか1日

採用人員

　男性警察官Ａ 43名　女性警察官Ａ 2名

　男性警察官Ｂ 37名　女性警察官Ｂ 3名

　・　　〒311ー3832　行方市麻生1723

　　　　茨城県行方警察署警務課

　　　　☎ 0299ー72ー0110

試 験 日　第１次試験　９月21日(日)

　　　　　第２次試験　11月上旬予定

　　　　　　　　　　　　(第１次試験合格者)

受付期間　７月１日(火)～７月31日(木)

職種・採用予定人数・受験資格

資料の請求方法

　直接、総務課へおいでいただくか、郵送で。

※郵便で請求する場合は封筒の表に（職員採

用試験申込用紙請求）と朱書きし、あて先

を明記して120円切手を貼った返信用封筒

（Ａ4版）を必ず同封して下さい。

※資料は、北浦庁舎・玉造庁舎の総合窓口に

も用意してあります。また、採用試験案内

は行方市ホームページからもご覧いただけ

ます。http://www.city.namegata.ibaraki.jp/

　・　　〒311－3892　行方市麻生1561－9

　　　　行方市総務部総務課人事グループ

　　　　☎ 0299－72－0811 (内線 232)

　　　　　 0299－72－2174

　鹿行広域事務組合の消防

業務に従事する消防官の採

用試験案内です。

採用予定人員　若干名

第１次試験日　9月21日(日)　午前９時開始

※第２次試験は10月26日(日) に第１次試験の

合格者を対象に実施します。

場　　所　鹿行広域消防本部

　　　　　（鉾田市安房1418ー15）

受験資格　

　昭和59年４月２日から平成３年４月１日

までに生まれた者で、公務員として必要な

高校卒業程度の一般知識を有し、消防吏員

として職務遂行に必要な体力及び健康を有

するもの。

※ただし、日本国籍を有しない者及び地方

公務員法第16条の欠格条項に該当する者

は受験できません。

受験手続　

①申込方法　所定の受験申込書に必要事項

を自筆で正確に記入し、写真を貼って、

申込期間中に鹿行広域消防本部または管

内の各消防署（鉾田消防署・潮来消防署

・行方消防署）へ持参してください。

②受付期間　７月16日(水) から

　　　　　　８月16日(土) まで

③受験票の交付　受験票は、第１次試験日

のおおむね１週間前に郵送します。

試験方法　

【第１次試験】教養試験 (高等学校卒業程度)

・適正検査・作文試験

【第２次試験】身体・体力検査、口述試験 (第

１次試験の合格者について実

施します。)

第１次試験の合格発表

　10月14日(火) 午前９時に消防本部庁舎玄関、

各消防署、各出張所玄関に掲示するとともに、

受験者には合否に関わらず本人宛に通知しま

す。

※採用は、平成21年４月１日の予定です。

※待遇は組合給与条例の規定によります

※受験申込書は、鹿行広域消防本部及び管内

の各消防署、各出張所にあります。

　・　　消防本部総務課　☎ 0291－34－2119

　　　　行方消防署　　　☎ 0291－35－0119

※申込書は麻生出張所・玉造出張所にも用意

してあります。

期　　日　８月９日(土)

　　　　　　午前８時30分～ 受付開始

　　　　　　午前９時00分～ 開会式

　　　　　　午前９時30分～ 開始

　　　　　　　　　　　　〔正午頃閉会式〕

会　　場　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

主　　催　行方市体育協会水泳部

後　　援　行方市教育委員会

　　　　　行方市体育指導委員会

　　　　　行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

参加資格　市内に在住もしくは、通学する中

学生以下

参加料金　無料

申し込み　７月31日(木) までに種目、氏名、

年齢、学年、住所及び電話番号を

下記へお申し込み下さい。

　・　　玉造Ｂ&Ｇ海洋センター

　　　　☎ 0299ー55ー3211

　　　　　 0299ー55ー3212

　『第23回国民文化祭・いばらき2008』の事

業として当行方市において狂歌大会を開催し

ます。そこで、“狂歌とは、またその作り方”

についての教室を下記により開催いたします。

開催日　7月12日(土)・19日(土)・26日(土)

　　　　の３日間

時　間　午後２時～午後４時

会　場　北浦公民館

対象者　中学生以上

講　師　河野　香苑 氏　野原小右二 氏　

　　　　高野三千春 氏

持参品　筆記用具

※参加費については無料とします。

　・　　生涯学習課 (北浦庁舎)

　　　　☎ 0291ー35ー2111

　行方市の水辺、霞ヶ浦でセーリング体験し

ませんか？体育協会ヨット・カヌー部では初

心者を対象にやさしく指導いたします。1日

のみの参加も可能です。

日　時　７月20日(日)　午前９時～午後４時

　　　　８月020日(土)　午前９時～午後４時

場　所　行方市麻生　天王崎

使用艇　小型ヨット (OP級ディンギー又はミ

ニホッパー）

参加者　小学４年生以上

参加料　中学生以下　0,500円

　　　　高校生以上　1,500円

　　　　（スポーツ傷害保険代として）

指導者　行方市体育協会ヨット・カヌー部

　　　　麻生ヨットクラブ

申込期限　各開催日の５日前

　・　　行方市体育協会事務局

　　　　　(市スポーツ振興課内)　

　　　　☎ 0291ー35ー2120
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１名
昭和50年4月2日以降
に生まれた人で、管
理栄養士免許取得者

管 理
栄 養 士

採用予定人員 受 験 資 格試験区分

水泳競技

男女別
参加の年齢、学年等自由

50m自由形
背泳ぎ・平泳ぎ

小学３年生以下、男女別
４年生以上学年別、男女別
中学生、男女別

25m自由形
背泳ぎ・平泳ぎ

小学３年生以下、学年別25mビート板

参 加 対 象 者種 目

参 加 対 象 者種 目

５歳以下お魚釣り

小学生 (1･2年) (3･4年)碁石ひろい

小学生浮き輪でＧＯ！

小学生4年生以上カヌーでＧＯ！

参加者全員○×クイズ

お楽しみゲーム

国文祭ってなに？

　国内最大の文化・芸術の祭典で、今年

で23回目となります。茨城県内各地にお

いて11月１日(土)～９日(日)の期間で開催

されます。

行方市ではどんなことをやるの？

　演劇祭やシンポジウム、帆引船の合同

操業運航など様々なイベントが開催され

ます。

　芸術文化・食文化・伝統文化など『行

方の文化』を再発見できる企画が目白押

しです！

興味があるんだけど・・
参加するためにはどうしたらいいの？

　様々なイベントに様々なかたち（出演

者・ボランティアスタッフなど）で国文

祭に参加していただけます。たくさんの

ご参加を待っています。参加したい方、

興味のある方、質問等なんでもかまいま

せん。

　まずは、行方市教育委員会生涯学習課

（☎ 0291ー35ー2111) までご連絡くださ

い。

11月に国文祭が行方市で
開催されます！


