
　霞ヶ浦河川事務所で

は、湖の堤防を安全に

保つために年に２～３

回の割合で堤防の除草

を行っています。除草

によって大量に刈草が発生しますが、地域の

皆様からは、｢堆肥の原料に利用したい｡｣ とい

った声も聞かれます。刈草を提供することが

出来れば、地域の皆様の声にも応えられ、さ

らに健全な農業経営に利用して頂ければ、化

学肥料の使用量も減り、霞ヶ浦の水質浄化に

もつながるため、今年も引き続き、一般へ無

償提供することにしました。

【お渡しする方法】

　刈り取り・梱包後、指定した堤防天端にて

お渡しします。

※刈草には、雑草の種子が含まれていたり、

異物は十分撤去していますが、ビニール袋

などのゴミが混入している場合もあります

のでご了承下さい。

※刈草を使用したことによって発生した事故

等に関しては、国は一切の責任を負うもの

ではなことをあらかじめご了承下さい。

【お渡しする期間】

　(草の伸び具合によって前後します｡)

春期　5月下旬～6月中旬

夏期　8月上旬～8月中旬

秋期　10月下旬～11月中旬

　なくなり次第、終了ですので、確実にほし

い方はご連絡下さい。

　　国土交通省　霞ヶ浦河川事務所

　　鉾田出張所　☎ 0291ー32ー3381　

期　日　10月25日(土)　午後1時～4時

受付電話番号　☎ 029ー228ー0600

　　　　　　　☎ 029ー228ー0602

回答者　ケアマネージャー、ケースワーカー、

医療・福祉団体のスタッフ

相談料　無料

お受けする相談内容

　医療や介護サービスの利用で困っている

こと、費用や保険料負担で困っていること、

負担軽減策など。

主　催　茨城県社会保障推進協議会

問　茨城県社会保障推進協議会

　　　☎ 029ー823ー7930

　　　■ 029ー822ー1341

日　　時　11月16日(日)・11月30日(日)

時　　間　午前８時30分集合　9時競技開始

会　　場　北浦第１グラウンド

参加資格　市内在住または勤務している者 (１チ

ーム内に市内・在住在勤10名以上)

競技規則　現行日本サッカー協会競技規則に

準ずる

参 加 料　１チーム　3,000円

　　　　　（代表者会議時徴収）

参加申込　出場を希望するチームは11月1日(土)

午後5時までに事前に ｢参加申込書｣

をfax等にて、必ず提出願います。

代表者会議　11月6日(木) 行方市北浦体育館 ｢会

議室｣ 午後7時30分より (参加チー

ム代表者は、出席願います）

　・　　行方市体育協会事務局

　　　　（市スポーツ振興課内）

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　　 0291ー35ー3854

　　　　　　　　日時　11月23日(日)

　　　　　　　　時間　会場集合　午前8時

　　　　　　　　　　　開会式　午前8時30分

　　　　　　　　　　　競技開始　午前9時

　　　　　　　　場所　北浦運動場体育館

　　　　　　　　主催　行方市教育委員会・

　　　　　　　　　　　行方市体育協会

主　　管　行方市体育協会バスケットボール部

参加資格　行方市に在住在勤する高校生以上

の男・女（１チーム監督を含め８

名以上とする｡ ）

競技方法　組み合わせは、当日抽選

試合方法等については、参加チー

ム数をみて主催者側にて決定しま

す。ユニフォーム　濃白２着用意

してください。

参 加 費　1,000円 (当日徴収)

申込締切　11月18日(火)　午後５時まで

※審判は帯同審判としてＴＯは各チームで行

うこと。

競技規則　日本バスケットボール協会バスケ

ットボール規則に準ずる｡ (正式ル

ールを使ったチーム対抗戦）

　・　　市スポーツ振興課

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　　 0291ー35ー3854

～スポーツの秋　ゴルフをはじめてみませんか～

期　日　10月５日(日)～11月９日(日)

　　　　全６回 10/5・12・19・26・11/2・9

時　間　午後７時～午後９時

会　場　カザマゴルフ練習場

対象者　市内在住・在勤者　先着40名

男女不問。ジュニア若干名「保護者

同伴｣・初心者可

講　師　レッスンプロ及び市ゴルフ連盟会員

参加費　3,000円（別途：スポーツ保険加入

料1,500円＜中学生以下500円＞）

服装及び用具

　運動のできる服装・ゴルフ用具は各自持参

してください。

申込み　住所・氏名・年齢・連絡先を（未成

年の方は保護者名も）わ

かるようにして電話また

はfaxにてお申し込み下さ

い。定員になり次第締め

切らせていただきます。

　・　　市スポーツ振興課 (北浦体育館内)

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　■ 0291ー35ー3854

　　　　カザマゴルフ練習場

　　　　　☎ 0299ー55ー2891

受付期間　随時受付中

応募資格　日本国籍を有する者・18歳以上27

歳未満の者

処　　遇　初 任 給　159,500円

　　　　　９ヶ月後　174,300円

　　　　　ボーナス　年2回4.5ヶ月 (19年度)

身　　分　特別職国家公務員

福利厚生　衣食住 (無料)

試験期日会場　10月20日(月)　勝田駐屯地

　　　　　11月22日(土)　百里基地

　　　　　12月13日(土)　土浦駐屯地

試験科目　筆記試験、口述試験、身体検査、

適性検査、作文（筆記試験は、国

語・数学・社会の3科目）

　・　　自衛隊茨城地方協力本部　百里募集事務所

�　　　　☎ 0299ー52ー1366

　　　　　　 http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/

　NHK学園では、通信教育

で介護福祉士の受験資格を

取得できる「専攻科社会福

祉コース」及び生涯学習通

信講座の学生・受講者を募

集しています。まずは無料

の案内書をご請求ください。

募集内容

専攻科社会福祉コース

　（介護福祉士受験資格取得・２年制)

生涯学習通信講座

　（趣味から資格まで全200コース以上)

募集期間

専攻科社会福祉コース

　（10月15日～12月17日）

生涯学習通信講座　通年申込受付

　　ＮＨＫ学園　☎ 042ー572ー3151 (代表)

　　無料案内書請求フリーダイヤル

　　　☎ 0120ー06ー8881

　文部科学省所管の財団法人・国際青少年研

修協会では４事業の参加者を募集しています。

体験を通して、お互いの理解や交流を深め、

国際性を養うことを目的に実施します。おひ

とりでご参加になる方が８割以上、はじめて

海外へ行かれる方が６割以上のご参加ですの

で、事前研修会では仲間作りから丁寧に指導

いたしますので、安心してご参加いただけま

す。

内　容　ホームステイ・ボランティア・文化

交流・学校体験・英語研修・地域見

学・野外活動など

派遣先　サイパン・オーストラリア・カンボ

ジア・フィジー

日　程　12月25日(木)～1月2日(金)　７～9日間

対　象　小３～高３の方まで

参加費　23万円～36万円 (事業によって異な

ります｡ ) ※共通経費3万円が別途か

かります

申込締切　11月10日(月)

　・　　㈶国際青少年研修協会

　　　　〒160ー0004

　　　　東京都新宿区四谷2ー11　大村ビル３階

�　　　　☎ 03ー3359ー8421

　　　　　　 03ー3354ー2207

　　　　　　 info@kskk.or.jp

　　　　　　 http://www.kskk.or.jp

職種及び採用予定人員

　一般事務　１名

試 験 日　第1次試験　H21年1月18日(日)

受験資格　昭和58年４月２日

　　　　　～平成３年４月１日生まれの者

申込期間　平成20年10月28日(火)～11月28日(金)

申　　込　申込書を鹿行広域事務組合事務局で配布

　・　　鹿行広域事務組合事務局

　　　　　鉾田市鉾田1367ー3

　　　　　鉾田合同庁舎分庁舎３階

�　　　　☎ 0291ー33ー5023

　「心に残る茨城の自然」をテーマに、県内

の美しい自然風景やその中で生息する動物や

植物などをとらえた写真を募集します。

応募資格　未発表・発表予定のないもので平

成19年1月1日以降に茨城県内で撮

影したものに限ります。

応募点数　1人10点以内

※被写体が人物の場合は本人の承諾を得るこ

と。撮影の禁止されている場所では、撮影

しないこと。

　作品には所定の応募票に必要事項を記入し、

作品裏面に添付する（応募票の添付なきも

のは無効）

作品の規格　カラープリント四つ切 (ワイド可、

単写真に限る）デジタルカメラの

場合は銀塩プリントに限る（画像

の合成・加工は不可）

※小中学生及び高校生に限りサービス判での

応募も可

申込締切　10月31日(金) 当日消印有効

　・　　県環境政策課

　　　　　☎ 029ー301ー2940

　　　　　　 http://www.pref.ibaraki.jp/kankyo/
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医療・介護なんでも電話相談室

第３回　行方市バスケットボール大会開催

第６回　行方市民
社会人サッカー大会参加者募集！

ゴルフ教室開催のお知らせ

自衛官募集 (2等陸海空士)

小学生～高校生のための
冬休み海外派遣参加者募集

いばらき自然環境
フォトコンテスト作品募集

NHK学園　平成20年度
入学生・受講生募集中！

平成20年度　鹿行広域事務組合
職員採用試験案内

募　　集霞ヶ浦河川事務所鉾田出張所よりお知らせ

堤防の刈り草を無料提供します

11月１日(土)～３日(月) 　３日間

場所　麻生運動場

　　行方市麻生商工会　☎ 0299ー72ー0520

第２回　なめがた　あきんど祭
が開催されます！

行方を代表する秋の祭典
幅広いジャンルのイベントが盛り沢山！
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