
茨城県内の環境保全活動を応援します！

助成対象事業

　①環境保全活動

　・森林・河川および湖沼等の保線活動

　・動植物保護育成のための自然環境の保全活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　②環境保全活動を促進するための調査研究

　・対象地域の環境の調査研究

　・調査研究会の開催など

　③環境保全活動の普及啓発

　・セミナー、講演会等の開催

　・環境保全に関する冊子等の発行など

応募資格

　茨城県内の地方公共団体または営利を目的

としない法人、団体もしくは個人

助成金

　平成20年度の助成総額は500万円を予定

　（1件あたり50万円程度を限度に助成の予定)

応募締切　11月28日(金) まで

※助成をご希望の方は「募集要項」を募集窓

口へご請求ください。

問・申　常陽銀行　法人事業部　事業戦略支援室

　　　　　☎ 029ー300ー2647

　　　　三菱UFJ信託銀行

　　　　　リテール受託業務部　公益信託グループ

　�　　　☎ 03ー6214ー6271

日　　時　12月14日(日)　午前8時30分集合

　　　　　　　　　　　　　　9時試合開始

会　　場　行方市麻生体育館他

参加資格　市内在住在勤者で構成したチーム

であること（生徒・学生を除く）

試合方法　予選　ブロックリーグ戦 (予定)

　　　　　決勝　トーナメント戦 (予定)

参 加 料　１チーム　1,000円

　　　　　　　　　　　(代表者会議時徴収)

申込方法　申込み先に備え付けの申込書によ

りお申し込み下さい

申込み先　北浦運動場・麻生運動場・玉造運動場

申込み期限　11月25日(火)　午後５時

代表者会議　12月7日(日)　午後7時30分より

　　　　　　北浦体育館「会議室」

問・申　行方市体育協会事務局

　　　　（スポーツ振興課内）

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　■ 0291ー35ー3854

第3回　行方市混合バレーボール大会
参加チーム募集！

公益信託「エコーいばらき」環境保全基金

平成20年度　助成金給付希望者募集

インディアカ大会参加チーム募集

茨城県立産業技術短期大学校
推薦入学者選考試験

自衛官募集 (2等陸海空士)

自宅で簡単エクササイズ教室

ガーデニング教室　参加者募集

第3回なめがた環境保全
フォトコンテスト作品募集

｢なめとくメール｣ メール会員募集！

募　　集

　「開かれた短期大学校」として「ＩＴのプ

ロフェッショナル」を育成している県立の短

期大学校です。高等学校

の新卒者ばかりでなく、

概ね35歳までの社会人応

募枠も設けています。

募集科名　情報通信科、

　　　　　情報処理科

受付期間

　①推薦試験 (高等学校既卒者)

　　後期日程　11月13日(木)～12月10日(水)

　②一般試験

　　前期日程　11月5日(水)～12月4日(木)

試験日

　①推薦試験 (高等学校既卒者)

　　後期日程　12月13日(土)

　②一般試験

　　前期日程　12月12日(金)

問　茨城県立産業技術短期大学校

　　（水戸市下大野町6342）

　　　☎ 029ー269ー5500

　　　■ http://www.ibaraki-it.ac.jp　

　誰でも気軽に楽しむことのできるニュース

ポーツとして、インディアカの普及・発展を

目的として開催します。

主　　催　行方市体育協会

後　　援　行方市教育委員会　　

主　　管　行方市体育協会レクリェーション部

期日及び場所

　12月７日(日)　午前９時開会

　玉造B&G海洋センターアリーナ

参加資格　市内在住・在勤者（中学生以上）

競技規則　インディアカ競技規則に準じる。

ただし、１チーム監督・交替要員

を含め８名以内で構成する。

参 加 料　１チーム　1,000円

　　　　　　　　　　（代表者会議時に納入)

申込締切　11月27日(木)

申込場所　申し込み用紙は各運動場にありま

すので、下記へお問い合わせ下さい。

行方市スポーツ振興課 (北浦運動

場内)・麻生運動場・玉造運動場

※代表者会議を11月27日(木) 午後7時より北浦

体育館２階会議室で行います。出場するチ

ームの代表者は必ず出席してください。

問・申　行方市体育協会事務局

　　　　（スポーツ振興課内）

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　■ 0291ー35ー3854

　これからの季節運動不足が気になる方、食

欲の秋に食べ過ぎてしまった方・・・・

　自宅で簡単にできるエクササイズ教室を開

催しますので是非ご参加ください。

内　容　チューブ、スモールボール、バラン

スボール等を使ってエクササイズ (運

動 )をします。

期　日　平成20年12月～平成21年2月

　　　　　(毎週木曜日)

時　間　午後７時30分～午後9時まで　　　

会　場　玉造農村環境改善センター　会議室

　　　　　12/4・12/11・12/18・12/25

　　　　麻生運動場　トレーニングルーム

　　　　　1/8・1/15・1/22・1/29

　　　　北浦公民館　大会議室

　　　　　2/5・2/12・2/19・2/26

対象者　市内に在住または在勤する方

　　　　性別年齢不問

募集人数　各会場　40名 (定員になり次第締切)

参加費　 一人当たり　1,000円

講　師　山口　公恵 先生 (健康運動指導士)

主　催　行方市体育指導委員会

　　　　行方市教育委員会

申込締切　11月25日(火)　

※詳細については後日参加者に通知いたします。

問・申　スポーツ振興課

�　　　　☎ 0291ー35ー2120

　　　　　■ 0291ー35ー3854

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 (平成21年4月1日現在)

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　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/

主　　催　環境保全行方市民会議

テ ー マ　行方市の美しい自然をアピールし

たオリジナル性と魅力ある写真

部　　門

　①「行方市の美しい自然再発見」

感動を伝え、環境意識の高揚を図れる

作品（自宅の庭先、行方市の花・木・

鳥などを含む）

　②「人 (笑顔等)、動物、小さな命」

　　（あなたの日常の中で見つけた感動ある作品)

応募方法　応募票（環境課・各庁舎総合窓口

課・各公民館等、または行方市Ｈ

Ｐからもダウンロードできます）

に必要事項を記入の上、応募作品

の裏面に貼り付けて下さい。

応募規程　行方市に居住・在勤の方

応募締切　11月28日

一般の部 (高校生以上）

　4ツ切り、ワイド4ツ切り、デジタル可

女性の部　一般の部と同様

小・中学生　２Ｌサイズ・デジタル可

※応募作品は平成19年以降に行方市内で撮影

されたもので未発表かつ他のコンテストへ

の応募・発表予定のないものに限ります。

また、２重応募・類似と思われる作品は、

入賞を取り消すことがあります。組写真は

不可とします。無修正に限りデジタルプリ

ントでの応募も可能です。応募作品数は１

人10点以内とします。原則としてひとりの

応募者に対して入賞作品は1点とします。

なお、入賞作品のネガフィルム等は主催者

の都合により借用させていただく場合があ

ります。

問・申　環境課 (北浦庁舎)

　　　　　☎ 0291ー35ー2111

日　程　11月29日(土)

　　　　午前９時～11時

場　所　北浦公民館

参加費　1,500円

　　　　先着20名様まで

材料費込み。

軍手やエプロン等はご用意ください。

申込み　11月21日(金) までにお電話にてお申

し込み下さい。

問・申　行方市緑化推進協議会 (農林水産課内)

　　　　　☎ 0291ー35ー2111

　行方市麻生商工会では、

地域に密着した情報（行方

市内の商店街店舗・飲食店

・企業等の情報、また、行

方市内のイベントや観光情

報、防災情報 etc) をメール

で配信しております。

　今年度は、茨城県のがんばる商店街支援事

業商店街活性化コンペ事業の採択も受け、会

員の皆様に満足頂けるよう、より一層の情報

量のアップに努めて参ります。

　また、行方市内の商店、飲食店、企業の広

告情報も募集しています。

情報配信は無料ですので、ご利用下さい。

　詳しくは、行方市麻生商工会までご連絡を！

　下記の順番で簡単に会員登録ができますの

で、この機会に是非、ご登録いただき、行方

市内のお得な情報をＧＥＴしてみませんか!?

【手続き方法】

茨城県がんばる商店街支援事業

商店街活性化コンペ採択事業

問　行方市麻生商工会ＩＴ推進委員会

　　　☎ 0299－72－0520

※ドメイン指定受信の場合 ｢ra9.jp｣ を追加して

　下さい。

④会員登録完了のお知らせメールが届きます。

①下記のＱＲコードを携帯のバーコードリ
ーダー機能で読み取る。

　※携帯の機種により、読み取れない場合
があります。

②「メール作成」または、宛先「５８２９
９８４＠ｒａ９．ｊｐ」のどちらかを選
択し、そのまま送信。

③返信メールの本文のＵＲＬをクリックし、
必要事項を入力して送信。

⑤「なめとくメール会員｣ 、登録完了。
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