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　学生を除く若者や離職され求職中の方を対象

に、合同就職面接会を開催します。

　複数の企業の人事担当者と直接お

会いできるチャンスです。（参加費無料）

履歴書を複数持参の上、ご参加くだ

さい。

期　　日　9月24日（月）

時　　間　午後1時 30 分～午後3 時 30 分

　　　　　受付　午後1時～

対　　象　学生を除く若年者や離職中の求職者

場　　所　県水戸合同庁舎　2 階　大会議室

　　　　　（水戸市柵町1-3-1）

料　　金　無料

○事前申し込み不要

○参加事業者は、県内に本社又は就業場所があ

　る事業所約 20 社です。9月中旬から「茨城県労

　働政策課ホームページ」で確認できます。

問県労働政策課いばらき就職・生活総合支援センター

　☎　０２９－２３３－１５７６

平成 24年 9月 1日　№ 66

湖上のレジャーをたのしもう！

パラセーリング

運　　　　　航　　　　　日　7月～10 月（毎週土日）

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）

モーターボート
料　　金　１人 3,000円　＊3人以上で運航

ペダルボートレンタル
料　　金　1搬1時間　1,000円

あそう温泉白帆の湯　カラオケ大会
期　　　　日　　９月 30 日（日）

時　　　　間　　開場：午前 10 時　開演：午前 11 時

場　　　　所　　白帆の湯 1 階　大広間

参加資格　　当日、白帆の湯をご利用される方

申込方法　　お電話、または白帆の湯フロントで

　　　　　　　　　　お受けいたします

定　　　　員　　20 名（定員になり次第締切）

○入賞者には商品もご用意しています♪

フラワーアレンジ
期　　　　日　　９月 22 日（土）

時　　　　間　　午後 2 時～午後 3 時 30 分

　　　　　　　　　　　受付：午後 1 時 30 分～

料　　　　金　　　１，５００円

対　　　　象　　小学生以上（小学生は要保護者同伴）

場　　　　所　　水の科学館（多目的ホール）

申込方法　　お電話にてお申し込みください

　行方市観光協会より　イベント情報！

　ー気軽な健康チェックで安心な毎日ー

地　区 日　程
北浦地区

（北浦保健センター）
10/24（水）・10/25（木）
10/26（金）・10/27（土）

玉造地区
（各地区巡回）

11/22（木）・11/26（月）
11/27（火）・11/28（水）
11/29（木）・11/30（金）
12/1（土）

麻生地区
（各地区巡回）

12/5（水）・12/6（木）
12/7（金）・12/8（土）

○外国人（農業研修生等）の方は受診券発行

　のため事前の申し込みが必要です。

＊外国人登録証・国民健康保険被保険者証を

　ご持参の上、健康増進課（北浦保健センター）

　に直接お申し込みください。

○国保以外の方は各々の医療保険者からの通

　知等により確認をお願いします。

○健康診査受診券を世帯ごとに郵送しますので

　ご確認の上ご持参ください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター内）

　☎ 0291-34-6200 

平成 24 年度
住民健診のお知らせ

元気いばらき就職面接会
（水戸会場）開催

期　　日　10月21日（日）

時　　間　午前 9 時～午後2 時 30 分

内　　容　基地所属航空機等の飛行及び地上展

　　　　　示・各種装備品の地上展示

主　　催　航空自衛隊百里基地

　　　　　百里基地周辺市町協力会

　　　　　百里基地後援会

○基地内駐車場には限りがありますので、公共交

　通機関をご利用ください。JR 石岡駅及び羽鳥

　駅からシャトルバスを運行（有料）します。

○基地周辺道路において、一部交通規制があ

　ります。

○当日及び事前飛行訓練においては、騒音等によ

　り大変ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解

　の上ご協力をお願いします。　

問　百里基地広報班　☎ 0299-52-1331

URL 　http://www.mod.go.jp/asdf/hyakuri/

第 28 回　百里基地航空際

　社団法人 日本オストミー協会茨城支部では、

オストメイト社会適応訓練事業の一環として、

中部地区オストミー医療講習会を開催します。

期　　　　日　　10 月 7 日（日）

時　　　　間　　午前 10 時～午後 3 時

　　　　　　　　　　受付開始　午前 9 時 30 分より

場　　所　　水戸市福祉ボランティア会館

　　　　　　　　　　（水戸市赤塚 1-1）

会　　　　費　　1,000 円／ 1 人

内　　　　容　　講演　磯野貴久江

　　　　　　　　　　（皮膚・排泄ケア認定看護師）

○ご講演のあと、先生との質疑応答、悩み事　

　　相談等を行います。

申込方法　　お電話にてお申し込みください。

申込締切　　10 月 3 日（水）

問（社）日本オストミー協会　茨城県支部

　　　　☎ 029-241-8290

人工肛門・人工膀胱保持者の
ための講習会

観光帆引き船創業！

【操業内容】

9 月 1 日（土）～ 12 月 9 日（日）の毎週土・日

※ 9 月 1 日（土）2（日）は行方市市制施行

　　7 周年記念事業の為　通常の帆引き船は運休

※ 9 月 8 日（土）、9 月 15 日（土）は運休

【受付場所】

①麻生地区　あそう温泉白帆の湯駐車場内　観

　　　光帆引き船受付所（　☎ 080-1129-1190）

②玉造地区　道の駅「たまつくり」内　観光帆引

　　き船受付所（ ☎ 080-8731-1772）

【乗船時刻】

１便　午後 1 時 30 分　　２便　午後 3 時 30 分

【料　　　　金】

大人（高校生以上）　２，０００円

小人（小・中学生）  １，０００円　　　

幼稚園以下　無料（要保護者同伴）

※１０名様以上は団体扱いとなり１割引きとなります。

新撰組まつり
期　　日　9 月 16 日（日）

○当日のスケジュール

【法眼寺】

10:30 鴨忌　芹澤鴨・平間重助・お梅追善供養

11:15 芹澤鴨・平間重助ゆかりの地めぐり　

【霞ヶ浦ふれあいランド】　

12:30 新選組バンドミニライブ

13:00 出陣式・隊士パレード

13:30 着陣式・殺陣演舞　

14:00 第２回芹澤鴨杯「ちびっ子チャンバラ大会」

14:45 新選組○×ウルトラクイズ

15:30 まちづくり市民劇団●玉造座新選組演劇公演

問行方市観光協会（行方市開発公社内）〒３１１－３５１２　行方市玉造甲１２３４

☎０２９９－５５－１２２１　　 FAX０２９９－５５－３９２６　 URL http://www.city.namekan.jp

　フリーター等の若者を対象とした就職支援セミ

ナー「就職カレッジ」を開催します。

期　　　　日　　８月 30 日（木）・８月 31 日（金）

　　　　　　　　　　９月　　６日（木）・　９月 7 日（金）

　　　　　　　　　　９月 14 日（金）

時　　　　間　　午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分

場　　所　　茨城県職業人材育成センター

対　　　　象　　15 歳～ 39 様の求職者で全日程（５

　　　　　　　　　　日間）参加できる方

問　特定非営利活動法人　雇用人材協会

☎ 029-300-1738 E-mail s-college@koyou-jinzai.org

就職カレッジを開催します！

乳がん・子宮（頸部）がん検診
（北浦地区）

【場　　所】北浦保健センター

【期　　日】11/1（木）・2（金）・3（土）・5（月）・

6（火）・7日 ( 水 )・8 日 ( 木 )

【受付時間】

午前 10 時～午前 10 時 30 分（ 乳がん検診のみ）

午後 0 時 30 分～午後1 時（乳がん検診，子宮がん検診）

【申込締切】9 月21日（金）

【料　　金】　

乳がん検診＜超音波＞1,000 円

乳がん検診＜Ⅹ線撮影（マンモグラフィ）＞1,000 円

子宮がん検診　1,000 円

【対　　象】

＜乳がん検診＞

２５歳～３９歳の女性 ⇒ 乳房超音波検査

４０歳～５９歳の女性⇒ 乳房超音波検査＋乳房

Ⅹ線撮影（マンモグラフィ）＊40 代 2 方向

６０歳以上の女性 ⇒ 乳房Ⅹ線撮影（マンモグラフィ）

※Ⅹ線撮影（マンモグラフィ）は，２年に１回です。

＜子宮（頸部）がん検診＞

２０歳以上の女性 ⇒ 子宮頸部細胞診

※年齢は平成 25 年 3 月 31日現在の年齢

【申込方法】

各地区保健協力員さんまたは健康増進課へ直

接電話でお申し込みください。

問・申 健康増進課（北浦保健センター）

         ☎ 0291-34-6200



ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①９月 17 日（月）13:30 ～ 16:30　

　　ホテルグランド東雲（つくば市）

②９月 22 日（土）14:00 ～ 16:30　

　　イーアスつくば（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
10/21（日）　ふれあいパーティー
時　　間　13:30 ～
場　　所　守谷市国際交流研修センター（守谷市）
対　　　 象 　　者　45 歳以下の独身者
受付期間　9/20（木）～ 10/5（金）

10/27（土）国営ひたち海浜公園
　　　　　　　　　　　　ふれあいパーティー
時　　間　10:00 ～ 15:00
場　　所　国営ひたち海浜公園（ひたちなか市）
対　　　 象 　　者　30 歳以上の独身者
受付期間　9/27（木）～

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た「いば

らきマリッジサポーター」が、結

婚活動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 集会室

日　　時　９月６日（木）・20 日（木）　

　　　　　　17:00 ～ 19:00（事前予約制）

内　　容　独身者の出会いの相談など

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

 
スポーツ振興課からのお知らせ

募集職種　夜間介護員　２名

　　　　　介護員　　　１名

仕事内容　養護老人ホームにおけ

　　　　　る、自立から介護度３

　　　　　程度の入所者の介護

応募資格　ヘルパー２級以上または介護福祉士

　　　　　の資格のある方

勤務条件　下記までお問い合わせください

賃　　金　＜夜間介護員＞

　　　　　１回の勤務における賃金 11,880 円

　　　　　＜介護員＞　

　　　　　月給　170,000 円

手　　　　当　　　　　等　通勤手当有、介護員は社会保険有

応募方法　電話連絡の上、市販の履歴書に必

　　　　　要事項を記入し持参してください。

問・申 養護老人ホーム鹿行潮来荘

〒311-2402 潮来市大生 1376 ☎ 0299-67-5640

鹿行広域事務組合
嘱託職員募集

なめがた版　婚活 No. ４

畑で婚カツ♪in なめがた

『フルーツトマト狩り』

“あま～い魅力　ほっぺが落ち

るようなときめき”素敵な出逢いを楽しもう♪

場　　　　所　霞ヶ浦ふれあいランド、

　　　　　　　　　農業振興センター、市内トマトハウス

期　　　　日　10 月７日（日）

時　　　　間　10:00 ～ 16:00　

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　40 歳以下の独身者（男女各 25 人）

会　　　　費　男性 3,000 円　女性 1,000 円

受付期間　９月３日（月）～９月 21 日（金）

問・申 市農業振興センター

☎ 0291-35-3114( 直通 ) FAX  0291-35-2826

10/7
（日）

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

○秋の日帰り登山参加者募集○

期　　日　１０月２６日 ( 金 )

対　　象　市内に住所を有する者

人　　数　４０名

場　　所　榛名山（群馬県）

料　　金　１名　３，０００円

申込方法　必ず往復はがきで申し込み、１枚で

　　　　２名までとします。

申込締切　９月29 日（土）　必着

※参加申込人数が募集人員を超えた場合は、　

　抽選となります。

※体力・健康に不安のある方は、ご遠慮願います。

※出発時間は霞ヶ浦ふれあいランド駐車場に午

　前 4 時 30 分ごろを予定しています。

※詳細については、参加者に後日連絡します。

申込者住所・氏名
（２名申し込みの際は代
表者の住所・氏名）

〒 311-1704
行方市山田 2175
行方市体育協会事務局

（白紙）

参加申込者住所・氏名・
年齢・性別・電話番号
（２名まで申し込みできます）

★往信　表 ☆復信　裏

☆復信　表 ★往信　裏

○秋季バドミントン大会○

期　　日　１０月14 日（日）　　　　

時　　間　受　付　午前 8 時 30 分～

　　　　　開会式　午前 9 時～　

対　　象　高校生以上で市内在住在勤の方、　

　　　　　又は市内クラブで活動されている

　　　　　方。近隣市町村の方

場　　所　北浦運動場体育館

料　　金　一組　１，０００円

※参加料は当日各チーム（クラブ）ごとに一括

　してお支払いください。

申込方法　北浦運動場体育館に申込用紙を用

　　　　　意します。FAX・もしくは体育館ま

　　　　　で直接お申し込みください。

申込締切　９月 30 日（日）

種　　目　男子ダブルス（上級・中級・初級）

　　　　　女子ダブルス（上級・中級・初級）

・対戦組合せは主催者に一任させていただきます。

・エントリーは自己申告制ですので、各チーム

　の代表者の方が責任を持ってお申し込みくだ

　さい。

・高校生は３年生がＡクラス、１・２年生はレベ

　ルに応じてエントリーをお願いします。

・メンバー変更は当日受付時申し出てください。

　棄権のないようお願いいたします。参加料は

　棄権してもお支払いください。
○第11回市民テニス大会○

期　　日　９月23 日（日）

　　　　　※雨天時 9 月 30 日（日）

時　　間　午前９時　集合受付

対　　象　市内在住在勤の方、若しくは市内

　　　　　のクラブ等に所属している方

場　　所　北浦運動場テニスコート

料　　金　１人５００円（当日徴収）

申込方法　ＴＥＬまたはＦＡＸにて住所・氏名・

　　　　　連絡先・勤務先・所属クラブ等を

　　　　　下記までご連絡ください。なお、当

　　　　　日のお申し込みも受け付けますので

　　　　　奮ってご参加ください。

種　　目　男子ダブルス　女子ダブルス

　　　　　男子シングルス　女子シングルス

　　　　　ミックスダブルス

試合方法　ブロックリーグ、決勝トーナメント（予定）

　　　　　６ゲームマッチ（当日抽選）

○スポーツ吹矢教室○

スポーツ吹矢は、性別・年齢問わず誰でも手軽

に参加できるスポーツとして、また、腹式呼吸

をベースとした健康効果のあるスポーツです。

麻生公民館研修室 9/18・9/26
北浦公民館会議室 10/16・10/24
玉造農村環境改善センター 11/13・11/21
時　　間　午後７時 30 分～午後９時

対　　象　市内在住在勤で２０歳以上の方

定　　員　先着 20 名　

料　　金　無料

申込方法　お電話でお申し込みください。

申込締切　９月１４日 ( 金 )

※持ち物はいりません。軽装でお越しください。

　行方市では様々な種類の花を生産していま

す。地元の皆様に、より知っていた

だくために教室を開催します。花

生産のプロから学ぶ機会です。ぜ

ひご参加ください。

※各種道具をお貸しします。初心者の方もお気

　軽にご参加ください！！

期　　日　寄せ植え：10 月20 日 ( 土 )

　　　　　アレンジ：　　　11月10 日　　　( 土 )

時　　間　午後 2 時～

人　　数　各 20 組（先着順）

場　　所　寄せ植え：玉造農村環境改善センター

　　　　　アレンジ：麻生公民館

料　　金　各1,500 円

申込方法　電話、FAX（住所・氏名・電話番号・

　　　　　年齢・参加教室名を記載）にてお

　　　　　申し込みください。

申込締切　9 月28 日（金）

問・申 行方市花生産組合（事務局・農林水産課）

　　　☎ 0291-35-2111   FAX  0291-35-3258

寄せ植え・フラワーアレンジメント
教室参加者募集

　専修学校であり大学への編入学の受験資格

が得られます。

　県立農業大学校では、高校等卒業者（若し

くは見込者）を対象に農学科 40 名・畜産学

科10 名、園芸学科 30 名の学生を募集します。

　また、農業大学校卒業者、短期大学等の卒

業者（若しくは見込者）を対象として、研究科（作

物・園芸・畜産の専攻コース）10 名を募集します。

入学願書の受付期間

○推薦入学（各学科）

平成 24 年 10 月2日～17日

○一般入学・前期（各学科）

平成 24 年 12 月12日～平成 25 年 1月11日

○一般入学・後期（各学科）

平成 25 年 2 月 8 日～平成 25 年 2 月26 日

○研究科　

平成 24 年 10 月2日～平成 24 年 10 月17日

入学試験日

○推薦入学（各学科）平成 24 年 10 月26 日

○一般入学・前期（各学科）平成 25 年 2 月1日

○一般入学・後期（各学科）平成 25 年 3 月 5 日

○研究科　平成 24 年 10 月26 日

問・申 県立農業大学校　入試事務局

　　　☎ ０２９－292－0010  FAX  ０２９－292－0903

　　　 H P   http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/

　　茨城県立農業大学校
学生募集　　


