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ふるさと山百合まつり

◆日　　時　7月14日（土）～28（土）

　　　　　　午前9時～午後4時

◆場　　所　井上山百合の里　西蓮寺

◆賛　　　　　助　　　　　金　300円（高校生以下はいただきま

　　　　　　せん）＊里山保全活動に活用さ

　　　　　　せていただきます

オカリナ開催日　７月21日（土）・22日（日）

問行方市観光協会　☎ ０２９９－５５－１２２１

湖上のレジャーをたのしもう！

運　　　　　航　　　　　日　7月～10月（毎週土日）

※8/12はお休みとさせていただきます 

受付場所　道の駅たまつくり内 受付事務所

受付時間　午前10 時～午後4時

料　　金　体験者　5,000円（中学生以上）

　　　　　同乗者　1,000円（中学生以上）

　　　　　500円(小学生）  無料（幼稚園以下）

料　　金　１人 3,000円　定　　員　3人以上

料　　金　1搬1時間　1,000円

問行方市観光協会　☎ ０２９９－５５－１２２１

暑中お見舞い

絵手紙・うちわ作り体験会の開催！
日　　時　7月１５日（日）午前１０時～正午

　　　　　                  午後1時～午後3時

場　　所　虹の塔１階　エントランスホール

参加人数　午前・午後　各１０名

参　　　　加　　　　費　大人　５００円（入館料込）

　　　　　小人　３００円（入館料込）

問霞ヶ浦ふれあいランド☎ ０２９９－５５－３９２７

　行方市観光協会より　
イベント情報！

7月度、受講生受付中です。

年齢不問。自信のない方、

未経験者も大歓迎です。

期　　日　7月11日・18日

時　　間　午後７時30分～午後９時

資料代等　2,000円

後　　援　行方市・玉造ロータリークラブ

問・申 一般社団法人　行方幕府

〒311-1724  行方市小貫29-4☎ ０２９１－３５－４３２１

　パソコン生活応援計画

　　パソコン講座受講生募集

採用人員　10名程度

第１次試験日　９月１６日（日）

（教養試験・適正検査・作文試験）

＊第 2次試験は 10月28日（日）

に第1次試験の合格者を対象に実

施します。

受験資格

昭和 63年４月2日から平成７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。

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

消防本部又は管内の各消防署（鉾田消防署・潮

来消防署・行方消防署）へ持参してください。

受付期間　７月17日（火）～８月15日（水）

問行方消防署　管理課　☎0291-35-0119 

第1次試験日　９月16日（日）

（教養試験・論文試験）

受験資格

①警察官Ａ　昭和 58 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

た人もしくは平成 25 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

②警察官Ｂ　昭和 58年４月２日から平成７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

受付期間

郵送・持参：７月2日（月）～8月15日（水）

　　　　　　（8月15日消印有効）

インターネット：７月2日（月）午前9時～

　　　　　　　　　８月13日（月）午後5時

採用説明会の開催　７月２１日（土）

午前１０時から１時間程度

行方警察署３階会議室にて採用説明会を開催し

ますので、行方警察署警務課までご連絡くださ

い。なお、当日の申し込みも可能です。

問茨城県警察本部警務課☎ ０１２０－３１４－０５８

　行方警察署警務課　☎０２９９‐７２‐０１１０

　スカイマーク 茨城―那覇線が、７月１日（日）

から９月３０日（日）の間、季節定期便として１

日１往復運航されます。この夏はぜひ、茨城空

港から直行で行ける沖縄をお楽しみください。

＜フライトスケジュール＞

茨城⇒那覇 那覇⇒茨城
12：45 → 15：50 9：30 → 12：05

茨城空港なら駐車場代無料！搭乗口が近いの

で、ゆったりとしたお手続きができます。

問スカイマーク予約センター（午前９時～午後７時30分）

　☎ ０５０－３１１６－７３７０H P http://www.skymark.jp

【茨城ー那覇線】この夏運航！
７月１日～９月３０日

鹿行広域事務組合消防吏員
採用試験

第１次試験日　９月１６日（日）

 （基礎能力試験・作文試験）

第２次試験日　１０月中旬から１０月下旬

 （人物試験（個別面接））

受験資格　平成２４年４月１日において高等学     

 校卒業後２年以内の方及び平成２５年３月まで

に高等学校を卒業する見込みの方

受付期間　７月17日（火）～７月26日（木）

（26日消印有効）※申込書は、必ず簡易書留

郵便で提出してください。

問水戸地方裁判所事務局　☎ ０２９－２２４－８４２１

裁判所職員一般職試験
（高卒者試験）

　新しい友達を作るチャンスです！昨年は「テン

ト泊やグループでの野外炊飯が楽しかった」と

好評でした。

※詳しい内容は、学校を通して配られる募集チ

　ラシをご覧ください。

期　　日　８月１８日（土）～１９日（日）

応募資格　小学校４年生～６年生

人　　数　４０名（5・6年生優先）

場　　所　白浜少年自然の家

料　　金　１，０００円

申込方法　申込書に必要事項を記入し、ＦＡＸ

　　　　　もしくは郵送で生涯学習課へ

申込締切　７月27日（金）必着

問生涯学習課（北浦公民館内）☎ 0291-35-2111

「はじめてのキャンプ in白浜　2012」
　参加者募集

第1次試験

大学校　11月3日（土）11月4日（日）

学　校　9月30日（日）

受験資格

①平成２４年４月１日において高等学

校または中等教育学校を卒業した日の

翌日から起算して大学校は２年、学校

は５年を経過していない者及び平成25

年３月までに高等学校又は中等教育学

校を卒業する見込みの者

②高等専門学校の第３学年の課程を

修了したものであって、平成２４年４月１日にお

いて当該過程を修了した日の翌日から起算して

大学校は２年、学校は５年を経過していない者

等、人事院が①に掲げる者と同等の資格があると

認める者

受付期間　

○大学校　

インターネット　8月30日（木）～９月６日（木）

郵送・持参　　　9月3日（月）～9月11日（火）

○学　校　

インターネット　７月24日（火）～８月２日（木）

郵送・持参　　7月30日（月）～8月7日（火）

問・申　鹿島海上保安署　☎ 0299-90-0050

　 H P　http://www.kaiho.mlit.go.jp/saiyou/index.html

海上保安大学校・海上保安学校
学生募集

茨城県警察官　採用試験

第７回　なめがた環境保全フォトコンテスト
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」環境意識の高揚を図れる作品等

　　　　　②「人（笑顔等）、動物、小さな命」あなたの日常生活の中で見つけた感動等

応募方法　応募票（環境課・各庁舎総合窓口課・HP 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ください。

　　　　　（締め切り 11月 30 日）

応募資格　行方市に居住・在勤の方

　　　　　○一般の部（高校生以上） ○女性の部

　　　　　4ツ切り、ワイド 4ツ切り可

　　　　　○小・中学生　 2L サイズ

＊応募作品は平成 24 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。

＊二重応募・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＊無修正に限りデジタルプリントでの応募も可

＊応募作品数は一人３点以内とします。

問・申　環境課（北浦庁舎）　☎ ０２９１‐３５‐２１１１



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 7月 22 日（日）　13：30～16：30

ビアスパークしもつま（下妻市）

② 7月 28 日（土）　13:30 ～ 16:30

ホテルグランド東雲（つくば市）

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート　0280-87-7085

婚活ナビ☆パーティー情報☆

いばらき出会いサポートセンター主催
8/25（土）Summer　Party
　            　～夏の終わりは恋の始まり～
時　　間　19:00 ～ 21:00
場　　所　インカローズ（つくば市）
対 象 者　20代・30代の独身者
受付期間　6/11（月）～
9/29（土）合コンで婚カツ♪
時　　間　18:30 ～ 21:00
場　　所　インカローズ（つくば市）
対 象 者　20～ 45歳までの独身者
募集期間　8/1（水）～
詳しい内容についての
　お問い合わせはこちら↓
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://www.ccworld.jp/ibaraki-dsc/

結婚相談

～あなたの出会いお世話します～

　茨城県から委嘱を受け、地域の独身男女

の「出会いの相談や仲介」をボランティア

で行っている「マリッジサポーター」が、お

見合いや婚活に関する相談を受けます。ど

うぞお気軽にご相談ください。

場　　所　麻生公民館　第 2研修室

時　　間　７月 13日（金）・17日（火）

時　　間　17:00 ～ 19:00

　　　　　（事前予約制）

内　　容　独身者の出会いの相談・仲

　　　　　介（身上書によるマッチン

　　　　　グやお見合いのお世話をし

　　　　　ます）

相　　　　　談　　　　員　いばらきマリッジサポーター

　　　　　大久保正弘

相　　　　　談　　　　　料　無料

問・申 大久保正弘　☎ 0299-72-2091



　８月より、麻生中学校体育館の開放事業を行い

ます。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、下記によりお申し込みください。

対　　象　市内在住・在勤者１0名以上で構

　　　　　成する団体で、平成24年度スポー

　　　　　ツ安全保険等に加入している団

　　　　　体であること

施　　設　麻生中学校体育館

　　　　　（行方市南 327 番地 3）

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）

申込期間　７月１日（日）～７月 22日（日）

　　　　　　　　　　　　　　午後５時まで

　　　　　※利用できない種目もありますの

　　　　　で、ご不明な点はご確認ください。

問・申 北浦運動場　☎０２９１‐３５‐２１２０
　　　玉造運動場　☎０２９９‐５５‐３２１１

　自分の体力年齢を計ってみませんか！！また、

体力テスト終了後に、なめがたふれあいスポー

ツクラブによる体験教室（水

中ウォーク・スポーツ吹矢・

シャッフルボード・卓球など）

を実施します。

期　　日　７月 28日（土）

時　　間　午前９時～正午

　　　　　（体力テストは１時間程度です。）

対　　象　市内在住もしくは在勤で 20歳以上の方

人　　数　50人

場　　所　玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館

料　　金　無料

申込方法　お電話にてお申し込みください。

申込締切　７月 26日（木）

※詳細につきましては、電話にてお問い合

　わせください。

問・申 スポーツ振興課（北浦運動場内）
　☎ ０２９１－３５－２１２０　

　花の苗や種を購入したり、スコップなどの道

具類を整備したり、花壇の造成をするための費

用として、支援金をお渡ししています。

●１団体・学校あたり５万円以内

対象経費

１.花壇の造成費用等

　（プランター、鉢等の購入費含む）

２.シャベル等の用具の購入費用

３.花の種・苗等の購入費用

４.その他、花いっぱい運動に必要と認められる費用

申込方法

応募用紙に必要事項を記入し、活動時や花壇

の写真（３枚から５枚）と一緒に、市生涯学習

課もしくは、大好きいばらき県民会議まで応募。

申込締切　８月３１日（金）必着

問・申 生涯学習課（北浦公民館内）☎ ０２９１－35－２１１１

花づくりを応援します
～支援団体募集～

期　　間　7月1日（日）～9月中旬

※月曜日は休館日となります。

※水温・気温の関係で休場する

ことや、教室・学校等の授業で

利用できない場合がありますので、

ご来館の際は、電話等でご確認をお願いします。

※遊具（浮き輪等）の持込及び使用は禁止です。

※水着等の貸出、販売はしておりません。

入場時間　①午前9時～午前１１時５０分

　　　　　②午後1時～午後3時 50分  

　　　　　③午後5時～午後 6時 50分

　　　　　（最終入場午後 6時）

入場料金　市内小・中学生100円

　　　　　　　　　　市内高校生以上200円

※注意　次に該当する方は入場できません

○目・耳・皮膚の病気の方

○心臓病・貧血・てんかん等の病気の方

○伝染病疾患のある方

○小学３年生以下で保護者の付添いがない方

○酒気をおびている方

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎ ０２９９－５５－３２１１　FAX  ０２９９－５５－３２１２

　行方市体育協会主催による教室です。

　霞ヶ浦で自然の風をセールに受けて、ヨット

を動かしてみませんか？体協ヨット・カヌー部で

は初心者を対象に1人でヨットに乗れるように

指導します。１日だけの参加も可能です。

期　　日　７月１５日（日）２２日（日）２９日（日）

　　　　　８月５日（日）１２日（日）

時　　間　午前9時～午後４時

対　　象　小学 4年生以上　

場　　所　行方市麻生

　　　　　天王崎「白帆の湯」前　霞ヶ浦湖岸

料　　金　1,000円

　　　　　（スポーツ障害保険、資料代）

申込締切　７月12日（木）

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

　手話はろう者自身の生活から生まれた大切な

「ことば」です。ろう者と実際に楽しく交流しな

がら「生きた手話」を身に付けましょう。

期　　日　毎週金曜日

時　　間　午後7時～午後9時

場　　所　鹿嶋市まちづくり市民センター

　　　　　（鹿嶋市宮中4631-1）

年　　　　会　　　　　費　1,000円

問・申 首藤（しゅとう）　☎ FAX０２９9－69－7232

手話サークル「かしま」
会員募集

対　　象　昭和7年 3月31日以前の生まれで

　　　　　（80歳以上）、ご自分の歯を20本

　　　　　以上お持ちの方（治療されていても

　　　　　結構です）（本コンクールで入賞歴

　　　　　のある方の再応募はご遠慮願います）

応募方法　官製ハガキまたは FAXでお申し込

　　　　　みください。

　　　　　＊詳しくはお問い合わせください。

応募期限　７月20日（金）必着

問・申 茨城県歯科医師会8020事業係
　　　☎ ０２９－２５２－２５６１

8020高齢者よい歯のコンクール

スポーツ振興課からのお知らせ

　市教育委員会と市体育協会の共催による大会

です。水泳を通じて市民の健康・体力の増進と

青少年の健全育成を図るとともに、参加者相互

の親睦を深めることを目的に開催します。

期　　日　８月5日（日）

時　　間　午前８時３０分　受付開始　

　　　　　正午終了予定　

対　　象　市内に在住もしくは、通学する中学

　　　　　生以下

場　　所　玉造 B&G 海洋センタープール

申込方法　申込先へ種目、氏名、年齢、学年、

　　　　　住所及び電話番号をお申し込みく

　　　　　ださい。

締　　切　7月31日(火 )

種　　目

種目 参加対象者

25ｍビート板レース
小学 3 年生以下・学年別

レース

25ｍ自由形・背泳ぎ・

平泳ぎ

○小学 3 年生以下・男女

別○小学 4 年生以上学年

別・男女別○中学生・男

女別

50ｍ自由形・背泳ぎ・

平泳ぎ
男女別

お魚釣り 就学前の子

碁石ひろい 小学生（１・２・３・４年）

浮き輪でＧＯ！ 小学生全学年

カヌーでＧＯ！ 小学生 4年生以上

ＯＸクイズ 参加者全員

問・申 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

☎ ０２９９－５５－３２１１　FAX  ０２９９－５５－３２１２


