マイクロバスの循環運転を実施
しています (４月１日から)
ご利用にあたって

『サンセットフェスタＩＮ天王崎』
が開催されます
開催日

８月９日(土)
※雨天、強風の場合、湖上花火は
翌日に延期。
行方市麻生地内 天王崎公園

募

集

平成21年度茨城県立農業大学校学生募集

2009年度から新しい県立農業大学校 (専修
学校) がスタートします。大学への編入学の受
験資格が得られます。
停は設置しており
会 場
県立農業大学校では、高校等卒業者 (及び見
ません。ただし、
催し物
込者) を対象に農業部 (農学科40名・畜産学科
東内宿⇔麻生公民館（第１便及び第６便）
午後２時 観光帆引き船、模擬店、物産販売他 10名)、園芸部 (園芸学科30名) の学生を募集
午後７時 湖上花火大会 (打上予定数2500発) します。１年生は全寮制で、2年生は希望入寮
の区間には、民間のバス停留所が設置して
翌日午前８時 天王崎ゴミ拾い大会
制となります。
ありますので、そこから乗降できます。
また農業大学校卒業者、短期大学等の卒業
※当日の詳細なイベント情報、交通規制な
者
(及び見込者) を対象として、研究科 (作物
○道路事情や交通事情によっては、乗降場所
どについては、8/7の新聞折込チラシをご
・園芸・畜産の専攻コース) 10名を募集しま
以外の所でも手をあげれば乗降できます。
覧ください。
す。
入学願書の受付期間
乗合タクシーの運行がスタート
○推薦入学 (各学科）
しました (７月２日から)
平成20年10月2日〜17日
○一般入学・前期 (各学科）
７月31日まではお
平成20年12月17日〜21年1月16日
試し期間として無料
○一般入学・後期 (各学科)
で運行しておりまし
平成21年2月9日〜27日
たが、８月１日から
○研究科
平成20年10月2日〜17日
(写真はイメージです｡)
入学試験日
は有料になります。
問 サンセットフェスタ実行委員会事務局
○推薦入学 (各学科) 平成20年10月27日
ご利用の際には利用券が必要となりますので、
☎ 0299ー72ー0520 (行方市麻生商工会内)
○一般入学・前期 (各学科）
お買い求めください。
平成21年1月30日
行方市観光協会 (市商工観光課内)
○一般入学・後期
(各学科）
☎ 0291ー35ー2111
◇販売開始 ７月28日(月) から
平成21年3月6日
◇販 売 所 社会福祉協議会の各出張所、白
○研究科 平成20年10月27日
知っていますか？建退共制度
問 ・ 申 県立農業大学校
帆の湯、北浦荘、タクシー車内
この制度は、建設現場で働く方々のために、
☎ 029ー292ー0010
「中小企業退職金共済法」という法律により
029ー292ー0903
市では新たな公共交通として「マイクロバ
http://www.ibanodai.ac.jp/
国が作った退職金制度です。
ス｣ と ｢乗合タクシー｣ を組み合わせた併用型
○運行ルートにバス

で運行しております。それぞれ試験運行実証

加入できる事業主：建設業を営む方
鹿島産業技術専門学院在職者訓練講座案内
対象となる労働者：建設業の現場で働く人
＜建築CAD (活用)・(応用)＞
について検討していきます。
掛 金：日額 310円
実施期日
問 企画課 (麻生庁舎) ☎ 0299ー72ー0811
特 徴
活用 9月1・2・4・8・9日 (5日間)
応用 9月16 ･ 18 ･ 22 ･ 25 ･ 26日 (5日間)
◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続
茨城県立盲学校の教育相談
午後6時〜午後9時 (活用・応用共)
きは簡単です。
内
容
視覚に障害のある乳幼児、児童生徒および ◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
活用 基本的な建築図面の作成実習（平
その保護者、教員、並びに中途視覚障害者に ◎掛金の一部を国が助成します。
面図・立面図・外観バース）
◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損
応用 基礎を受講した方を対象に図面課
対して教育相談や必要な支援を行っています。
金、個人では必要経費として扱われ、税法
題実習等 (使用予定ソフトJW−CAD)
秘密は厳守いたします。少しでもお力になる
定
員 10名 (活用・応用共)
上全額非課税となります。
ことができましたらと考えておりますので、
受 講 料 各コース共 2,900円 (テキスト代含)
◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算
お気軽にご相談ください。
受付期間 8月4日(月)〜22日(金)
して計算されます。
※申込は９時から受講料を持参のうえ、直
問 茨城県立盲学校 学習支援・相談部
問 独立行政法人 勤労者退職金共済機構
接当学院まで
☎ 029ー221ー3388
健退共茨城県支部
問 ・ 申 茨城県立鹿島産業技術専門学院
029ー225ー4328
☎ 029ー225ー0095
鹿嶋市林572ー1
☎ 0299ー69ー1171
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
shien@ibaraki-sd.ed.jp
実験期間を１年以内としたうえで、運行内容

まちづくり標語懸賞募集
「地球にやさしいまちづくり」をテーマに合
い言葉を募集します。
応募締切 平成21年12月31日 (当日消印有効)
部
門
一般の部、児童・生徒の部 (中学生以下)
応募上の注意
①応募作品は、未発表のものでハガキによ
る応募に限ります。一人何点でも応募で
きますが、ハガキ１枚につき作品は１点
限りとします。
②住所・電話番号・氏名・年齢・性別・職
業 (または学校名・学年)・応募部門を必
ず明記してください。
③応募作品の著作権は応募者に帰属します
が、まちづくり月間実行委員会は、受賞
作品について次年度以降の「まちづくり
月間」のポスター等に自由に活用できる
ものとします。
問 ・ 申 〒102ー0094
東京都千代田区紀尾井町3ー32
㈶都市計画協会内
まちづくり月間実行委員会標語募集係
☎ 03ー3262ー3491

いばらき営農塾定年帰農者等支援研修
野菜入門コース参加者募集
定年退職などにより、これから県内におい
て農業を始めようとする方や始めて間もない
方を支援するため、基礎的な野菜栽培技術を
体系的に学ぶ研修を行います。
期
日 ９月24日(水)〜12月20日(土)
講義24回、実習10回、計24日
※日程、時間等詳しくはお問合せ
ください。
対
象 定年退職などにより茨城県内にお
いて農業を始めて間もない方や始
めようとする方で農産物を販売し
収入を得ようとする方 (概ね65歳
まで）
人
数 40名
（選考の上、決定させていただきます)
場
所 県立農業大学校
（東茨城郡茨城町長岡4070ー186)
料
金 受講料は無料
（ただし、テキスト代などは自己負担)
申込締切 9月4日(木)
問

申

父と子のよい歯のコンクールに
参加しませんか！
生涯を通じた歯と口
の健康づくりを目指し
た ｢8020・6424運動｣
の一環として、父と子
のよい歯のコンクール
を実施します。健康な
歯をお持ちの父子のご
応募をお待ちしていま
す。
対
象 満３歳〜６歳 (平成20年4月1日現
在) のお子さん (未就学) と父親
応募方法
父子の①氏名、②生年月日、③郵便番号、
④住所、⑤電話番号、⑥かかりつけ又は最
寄の歯科医院、を記入し、ハガキまたは fax
で茨城県歯科医師会８０２０事業係 (〒310
ー0911 水戸市見和2丁目292、☎ 029ー252
ー2561、 029ー253ー1075) までお申込く
ださい。申し込まれた方には口腔審査票を
送付いたしますので、歯科医院 (歯科医師会
会員の歯科医院) で審査を受けてください。
応募期限 8月29日(金) 必着
主
催 茨城県歯科医師会・茨城県

茨城県農政企画課技術普及室
☎ 029ー301ー3844
http://www..ibanodai.ac.jp/einoujyuku.html
行方地域農業改良普及センター (麻生合同庁舎内)
〒311ー3832 行方市麻生1770ー6
☎ 0299ー72ー0256

