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お 知 ら せ

　開発途上国の人々 と共に生活し、相互理解を

図りながら、あなたの技術や経験を活かして、

その国づくりに貢献する海外ボランティアに参

加してみませんか。まずは体験談＆説明会にお

越しください。

　JICAスタッフ、ボランティアOB・OGが皆様

のご質問、相談にお答えします！

《水戸》

日　時　4月10日（土）

　　　　午前10 時～12時 30分　シニア

　　　　午後2時～4時 30分　協力隊

会　場　水戸市国際交流センター

アクセス　JR 水戸駅北口から大工町方面行きバ

スで泉町1丁目下車、徒歩約 5分

《つくば》

日　時　4月3日（土）

　　　　午前10 時～12時 30分　シニア

　　　　午後2時～４時30分　協力隊

会　場　JICA 筑波　研修等　講堂

アクセス　JR牛久駅西口4番乗場から関東鉄道

バスに乗車（約14分）後、「下横場入口」

停留所から徒歩約 8分

日　時　4月24日（土）

　　　　午後1時 30分～4時 30分

　　　　協力隊・シニア合同開催

会　場　つくば国際会議場　大会議室

アクセス　つくばエクスプレスつくば駅から徒歩

約10分

※いずれの会場も参加無料、事前申込不要、　

　途中入退室自由

願書受付　4月Ⅰ日（木）から5月17日（月）

　　　　　（消印有効）まで

募集資格

青年海外協力隊　満20～39歳

シニア海外ボランティア　満 40～ 69歳

（2010年 5月17日現在）

応募方法　所定の応募書類

（健康診断書を含む）を郵送にて提出

問 JICA 筑波　ボランティア事業担当　大村
　 ☎ ０２９－８３８－１７７４（直）

　 9：30～17：45 （土日祝日除く）

『桜田門外ノ変』
映画製作協力券発売

　労働基準監督官は、労働基準関係法令に基

づいてあらゆる事業場に立ち入り、事業主に法

に定める基準を遵守させることにより、労働条

件の確保・向上、労働者の安全や健康の確保

を図り、また労災補償の業務を行うことを任務

とする厚生労働省の専門職員です。

受験資格　①昭和５６年４月２日～平成元年４

　　　　　月Ⅰ日生まれの者

　　　　　②平成元年４月２日以降生まれの者

　　　　　で次に掲げる者

　　　　　⑶大学を卒業した者及び平成２３年

３月までに大学を卒業する見込

みの者

　　　　　⑷人事院が⑴に掲げる者と同等の

資格があると認める者

試験の程度　　大学卒業程度

申込受付期間　４月Ⅰ日（木）～４月１４日（水）

　　　　　　　（４月１４日までの通信日付印有効）

試験日　第１次試験日　６月１３日（日）

　　　　第２次試験日（第１次試験合格者）

７月２１日（水）・２２日（木）の指定された日

※茨城労働局のホームページにも募集要綱を掲

載しておりますのでご覧ください。

問 茨城労働局総務課　 ☎ ０２９－２２４－６２１１
　映画『桜田門外ノ変』の製作協力券を発売し

ます。映画鑑賞券の「全国共通特別鑑賞券」、

千波湖畔に建つ「オープンセット先行入場券」・

「展示館・オープンセット入場券」の3枚セット

で2,000円です。今なら、ご購入の方限定品で

「徳川光圀公三ツ葉葵紋のうつし金蒔絵（まき

え）」が特典でついてきます。ぜひ、この機会

をお見逃しなく！！

販売期限　3月19日（金）

販売場所　行方市商工会・霞ヶ浦ふれあいランド・

行方市観光協会（市役所北浦庁舎）

　　　　　※施設の休業日を除く。

料　　金　２，０００円

問 行方市観光協会（市商工観光課内）
　 ☎ ０２９１－３５－２１１１

労働基準監督官募集

不動産鑑定士による
不動産無料相談会

　不動産鑑定士が、不動産の価格などの相談

に無料でお応えします。

日　　時

【水戸会場】水戸市役所1階ロビー

                水戸市中央１－４－１

　4月Ⅰ日（木）午前9時 30分～12時

【土浦会場】茨城県県南生涯学習センター

                土浦市大和町９－１ウララビル５Ｆ

　4月６日（火）午前9時 30分～12時

申込方法　当日会場にてお申込みください。

問 社団法人茨城県不動産鑑定士協会
　 ☎ ０２９－２４６－１２２２

総務省　
電気通信サービスモニター募集

　総務省関東総合通信局では、電気通信サー

ビスの利用者の方の意見・要望等を電気通信行

政に反映させるため、平成２２年度電気通信サー

ビスモニターを募集します。

応募資格　電話、インターネット等の電気通信

　　　　　サービスに関心のある２０歳以上

活動内容　アンケート調査（年２回・全員）・会

　　　　　議出席（年１回・別途）謝礼有

委嘱期間　６月Ⅰ日から１０ヶ月間

募集期間　４月２日まで

応募方法　はがき、封書、FAXまたは電子メー

　　　　　ルの表題に「モニター希望」と記入

　　　　　の上、郵便番号、住所、電話番号、

　　　　　氏名（フリガナ）、性別、年齢、職業、

　　　　　応募の動機、メールアドレス（任意）

　　　　　を記入して、ご応募ください。

問  総務省関東総合通信局　
　　情報通信部電気通信事業課　

　 （〒102-8795　千代田区九段南1-2-1

　  九段第３合同庁舎２３階）

　 ☎ ０３－６２３８－１６７６　FAX  ０３－６２３８－１６９８
　 E-mail  monitor-kanto@soumu.go.jp

青年海外協力隊
シニア海外ボランティア募集

　これまで、北浦庁舎敷地内にあった市農業振興センターが、北浦保健センターとな

りの市有地に移転します。同センターは、生産現場に密着した様々な事業を展開して

きましたが、施設老朽化のため移転することになりました。

　移転後は、生産者、消費者、そして未来を担う子供たちが集い、共に行方農業振興

のための活動を展開し、市農業振興の拠点となることを目指します。

　なお、詳しい内容は、後日市報でお知らせいたします。

◇移転後の住所　行方市山田 3282 番地 10

◇電　話　0291-35-3114 ( 変更ありません )

◇ファクシミリ　0291-35-2826 ( 変更ありません )

問 農業振興センター　 ☎ ０２９１－３５－３１１４

『写真展・俳句展』

　行方市文化協会、北浦写真同好会

　期　間　3月5日（金）～3月30日（火）

問

　　　　☎　０２９９－５５－３９２７

入館料　大人 ６００円　子供 ３００円

　　　　（２０名以上、団体割引あり）

開館時間　午前９時３０分～午後４時３０分

休館日　月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

霞ヶ浦ふれあいランド
イベント情報
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行方市集団機能訓練
参加者募集

対 象 者　

　市内に居住する６５才未満の介護保険サービ

スを利用していない方で、次のいずれかに該当

する方

①医療終了後も継続して訓練を行う必要がある方

②身体機能や精神機能に支障があるにもかか

わらず、必要な訓練を受けていない方

実 施 日　毎週水曜日

　　　　　午前９時３０分～１１時３０分

　　　　　※変更になる場合もあります。

実施場所　北浦保健センター

　　　　　（行方市山田３２８２－１０）

実施方法　理学療法士、作業療法士、保健師

　　　　　等が実施

訓練内容  集団体操・筋力トレーニング・歩行

　　　　　訓練・作業療法・レクリェーション

　　　　　等

※詳細は健康増進課（北浦保健センター）まで

　お問い合わせください。

※申し込みのあった方については、保健師が個

　別に対応させていただきます。

問・申 健康増進課（北浦保健センター）
　☎ ０２９１－３４－６２００

行方市（大場家住宅）でロケが行われました！

4 月Ⅰ日から市農業振興センターが移転します4月Ⅰ日から市農業振興センターが移転します



婚活ナビ☆パーティー情報☆

4/2（金）　♥お花見会♥
時　　間　19：00～ 21：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎外（水戸市）
　　　　　※雨天の場合会議室
対 象 者　20代、30代（各 20名）
募集開始　3/2（火）

4/17（土）野菜ソムリエによる
春野菜でクッキングパーティー

時　　間　未定
場　　所　つくば東部ガス（つくば市）
対 象 者　アラフォー（40歳前後）
　　　　　（各 10名）
募集開始　3/16（火）

４/24（土）みんなでしゃべらないと！
時　　間　未定
場　　所　茨城県三の丸庁舎（水戸市）
対 象 者　35歳以下（各２０名）
募集開始　３/24（水）

4/30（金）素敵な予感！ふれあいパーティー
時　　間　19：00～ 21：00
場　　所　水戸京成ホテル（水戸市）
対 象 者　50歳以下（各 18名）
募集開始　3/30（火）
電話・メールにてお申込みください。

問・申 いばらき出会い
　　  サポートセンター

　☎ ０２９－２２４－８８８８

　 URL：http://ibccnet.com/

　携帯 URL：http://ccworld.jp/ibaraki-dsc/

テニス教室受講生募集

実施日　４月４日（日）～全２０回

　　　　毎週日曜日　午前10 時～11時 30分

場　所　北浦運動場　テニスコート

対象者　１８歳以上　初心者でも可

参加料　１回３００円（消耗品代）

　　　　スポーツ保険にご加入ください

服　装　ウェア・道具類は各自ご用意ください。

申込方法　申込先に電話又はＦＡＸにて住所、

参加者氏名、保護者氏名、参加者年齢、電話

番号をご連絡の上お申し込みください。

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０　FAX  ０２９１－３５－３８５４

ハンドボール教室受講生募集

日　程　［幼児・小学生の部］３月２２日（月）

時　間　午前９時００分～１２時００分　　

会　場　要小学校グラウンド

※小学生の部で教室終了後もハンドボールを続

　けたい場合は「麻生フェニックスジュニア」と

　して活動できます。

※途中からでも参加ＯＫ！

対象者　幼児～小学生６年生

講　師　麻生フェニックスハンドボールクラブ

　　　　代表　小貫正敏　ＴＥＬ0299-73-3011

参加費　１,０００円（スポーツ安全保険掛け金等）

主　催　笹川スポーツ財団　

　　　　麻生フェニックスハンドボールクラブ

　　　　行方市体育協会　行方市教育委員会

服　装　運動のできる服装（ジャージなど）、　

　　　　体育館シューズ

申込方法　電話にてお申込みください。

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ振興課内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０

　FAX  ０２９１－３５－３８５４

小中学校体育館定期利用団体
申込受付

　４月より、各小中学校の体育館で練習レクリ

エーション活動などを希望する団体については、

下記によりお申込ください。

申込対象　１0名以上とし、平成 22年度スポー

　　　　　ツ安全保険等に加入見込みの団体で

　　　　　あること

申込期限　３月１２日（金）

　　　　　（午前８時～午後５時30分）

申込方法　麻生運動場・北浦運動場・玉造運動

　　　　　場の各事務室に申込書を用意いたし

　　　　　ますのでご記入の上提出願います。

　　　　　（FAX不可）

※麻生地区体育館を利用希望の団体は3月17日

　（水）午後７時より麻生運動場会議室で調整会

　議を行いますので、申し込まれた団体の代表

　者の方は必ず出席願います。

※北浦・玉造地区の体育館を利用希望の団体は

　申込状況により３月末に調整会議を行います。

　その際は申込団体に後日通知いたします。

問・申 麻生運動場　☎ ０２９９－７７－０７９１
　　　北浦運動場　☎ ０２９１－３５－２１２０

　　　玉造運動場　☎ ０２９９－５５－３２１１

有機肥料で安全で安心な農業を

有機肥料を使用してみませんか有機肥料を使用してみませんか

　玉造有機肥料供給センターは、地域循環

型農業推進の一環として耕畜連携を推進し、

有機肥料を生産供給、施肥による土壌改良

促進を図っています。

　この肥料は、し尿・浄化槽汚泥及び牛・

豚家畜ふん尿を原材料とした、発酵脱臭によ

る優良有機肥料（液状汚泥発酵堆肥・牛豚

混合汚泥堆肥）で、国の肥料登録を受けて

います。

　利用している農家の皆さんにも大好評です。

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
１５kg 袋詰　２００円

バラ売り

１kg当たり　　１０円

家庭菜園にも、プランターにも庭木の肥料に

も最適です。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
主要作物　玉ねぎ・牛蒡・里芋・飼料作物・

ハス田等

問　行方市玉造有機肥料供給センター
　 （玉造甲6497番地 3）

　 ☎ ０２９９－３６－２４１１

　 FAX ０２９９－３６－２９１１

無料で散布していま
す！ぜひご利用くだ
さい。

麻生地区女性団体　紅ーKURENAIー（仮称）

研修参加者募集

　知っていますか？　輸入食品の現状を？

　４月下旬に『横浜港　輸入食品荷揚場』へ視

察を予定しています。あなたの目で、確かめてみ

ませんか？参加者を募集しています！！！

「紅」設立準備会　

代表 中城かおり　金田弥生　渋谷百合子

応募資格　麻生地区在住で食と農に関心のある方

研修場所　横浜港湾検疫所

申込方法　農林水産課　農業振興センター

鬼沢（0291-35-3114）へご連絡ください。

問・申 農業振興センター（農林水産課）
　☎ ０２９１－３５－３１１４　FAX  ０２９１－３５－２８２６

グリーンカーテン里親
再募集します

《あなたが出来るＣＯ２削減》

　ご自宅や会社にグリーンカーテンを作りＣＯ２

削減にご協力をお願いいたします。

　本年も涼しげに咲くアサガオや夕方白い花を

咲かせるヨルガオ、子どもと一緒に育て・食べる

が楽しめるゴーヤなどを予定しています。環境

保全行方市民会議ではグリーンカーテン里親（苗

は無料です）を再募集します。希望の方は、ハ

ガキに住所・氏名・電話番号・希望の本数など

を記入して行方市環境課まで申込みください。

なお、電話・ＦＡＸでの申し込みも出来ます。

申込期間　３月１０日～４月１２日

※苗はアサガオ・ゴーヤ・ヨルガオの３種類の中

から選んでください。

※なお、苗の成長は天候に左右されますので、

苗の準備が出来ましたら環境課より連絡いた

します。

問・申 〒311-1792　行方市山田2564-10
　行方市役所　北浦庁舎　環境課

　☎ ０２９１－３５－２１１１　FAX  ０２９１－３５－３258

行方幕府の『パソコン教室』
開催のお知らせ

期間　４月１４日～６月３０日

日時　毎週水曜日　午後６時～８時（全１１回）

場所　北浦公民館

費用　２，０００円（教材費等として）

学習内容　初めて触るパソコン、何が出来るの？

文字文章の打ち込み、インターネットの利用・

デジカメ等の画像、データ取り込み保存と整理、

ネット利用の注意とモラル等

定員　３０名程度

申込方法　電話又はメールでお申込ください。

後援　行方市教育委員会・行方市商工会・玉

造ロータリークラブ

問・申 一般社団法人　行方幕府
　☎ ０２９１－３５－4321

　 E-mail apply@namegatabakufu.com

平成２２年度
茨城県警察官募集

申込受付期間

２月２４日（水）～４月１４日（水）まで

第１次試験日（教養試験・論文試験）

５月９日

受験資格

昭和５６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２３年３月３１日までに卒業見込み

の人又は人事委員会がこれと同等と認める人

問・申 
　茨城県警察本部警務課　☎ ０１２０－３１４０５８

　行方警察署警務課　　　☎ ０２９９－７２－０１１０


