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　観光イベント情報！

コテラス親子ピザ教室
　地元産の野菜等を使った約

10 種類の具材から、好きな

ものを選んでトッピングでき

ます。

◆開催日時　７月 26 日（土）・27 日（日）

　　　　　　午前 11 時～午後１時

◆参加費　　一人 500 円

◆募集人数　各回 20 名

◆申込締切　７月 21 日（月）

※詳細と申し込みは下記までお願いします。

問・申 天王崎観光交流センターコテラス

　　　☎ 0299-80-6622　 FAX 0299-72-0833

テ　　　　　ー　　　　　　マ　認知症の人を理解する

日　　時　７月 31 日（木）

　　　　　午後１時 30 分～午後３時 30 分

内　　容　「認知症を持つ人へのケア」

　　　　　講師：ナーシング・リソース

　　　　　　　　代表　馬場先淳子先生

　　　　　「認知症の方、認知症の方を抱え

　　　　　る家族の経験談」

　　　　　講師：認知症の方、認知症の方を

　　　　　　　　抱える家族

座　　長　鹿島病院院長　高濱浩輔先生

場　　所　鹿嶋市勤労文化会館１階ホール

対　　　　　象　　　　　者　認知症高齢者に関わる方及び認知

　　　　　症に関心のある方（定員 250 名）

申込方法　 下記申込先まで電話でお申し込

みください。

申込期限　７月 17 日（木）

問・申 鹿島病院認知症疾患医療センター

　　　☎０２９９－８２－１２７１

認知症疾患医療センター研修会

　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。

支援内容　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

　る経費

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～５枚）

と一緒に、生涯学習課もしくは、

大好きいばらき県民会議までお申

し込みください（応募用紙は大好

きいばらき県民会議のホームペー

ジからダウンロードできます）。

申込締切　８月 29 日（金）必着
問・申 生涯学習課（北浦公民館内）

　　  ☎０２９１－３５－２９０８

        大好きいばらき県民会議

　　  ☎０２９－２２４－８１２０

　　  URL http://www.daisuki-ibaraki.jp/

花づくりを応援します
～支援団体募集～

平成 26 年度鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験

採用人員　○消防Ａ　６名程度

　　　　　○消防Ｂ　５名程度

第１次試験日　９月 21 日（日）

試験方法　教養試験（消防Ａ ･･･ 大学卒業

　　　　　程度、消防Ｂ ･･･ 高等学校卒業

　　　　　程度）・適性検査・作文試験

試験場所　鹿行広域消防本部

　　　　　（鉾田市安房 1418-15）

＊第 2 次試験は 10 月 26 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

○消防Ａ　昭和 62 年４月 2 日から平成５年

　　　　　4 月 1 日までの間に生まれた人で

　　　　　学校教育法による大学 （短期大学

　　　　　を除く）を卒業した人又は平成

　　　　　27 年 3 月 31 日までに卒業見込

　　　　　みの人

○消防Ｂ　平成３年４月２日から平成９年

　　　　　４月１日までの間に生まれた人

　　　　　で学校教育法による高等学校を

　　　　　卒業した人又は平成 27 年 3 月 

　　　　　31 日までに卒業見込みの人

　ただし、日本国籍を有しない人及び地方

公務員法第 16 条の欠格条項に該当する人は

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。

※受験申込書は、鹿行広域消防本部及び管

　内の各消防署、各出張所にあります。

受付期間　７月 16 日（水）～８月 15 日（金）

問 鹿行広域事務組合消防本部　総務課

　 ☎０２９１－３４－２１１９

裁判所職員一般職試験
（高卒者試験）

第１次試験日　９月 14 日（日）

　○基礎能力試験（多肢選択式）・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 26 年４月１日において高等

学校卒業後２年以内の人及び平

成 27 年３月までに高等学校を卒

業する見込みの人

受付期間　７月 15 日（火）～７月 24 日（木）

　　　　　（７月 24 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　総務課人事第一係

　 ☎ ０２９－２２４－８４２１

水稲病害虫防除を実施します

　平成 26 年水稲病害虫防

除のための無人ヘリコプ

ターによる農薬空中散布を

下記のとおり実施しますの

で、ご協力をお願いいたします。

日　程　麻生地区　7月21日（月）・22日（火）

　　　　玉造地区　7月25日（金）・26日（土）

　　　　北浦地区　7月28日（月）・29日（火）

※天候等により実施日を変更する場合があります。

時　間　午前 4 時～午前 11 時（予定）

※不明な点やご質問等がありましたらお問

　い合わせください。
問 農林水産課（北浦庁舎）

　 ☎０２９１－３５－２１１１

　市ではこころの問題に関する悩みを抱え

ている方のために専門医師等による相談を

行っています。相談することで解決策が見え

てくるかもしれませんので、一人で悩まず早

めにご相談ください。

場　所 時　間 日　程

北浦保健センター
午後1 時～
午後４時

７月 23 日（水）
８月 27 日（水）
９月 24 日（水）
10 月 ８ 日（ 水 ）
11 月 26 日（水）
12 月 24 日（水）

玉造保健センター
午前 10 時～

午後1 時

８月 29 日（金）
10 月 20 日（月）
12 月１日（月）

対　　　　　象　　　　　ひひ者　心の問題を抱えるご本人、ご家族

　　　　　（ご家族のみの相談も可）

内　　容　精神科医師、精神保健福祉士によ

　　　　　る個別相談（イライラして集中で

　　　　　きない、くよくよ考えてしまう、

　　　　　お酒の問題、ひきこもり等）

申込方法　前もって予約が必要です。電話等

　　　　　でお申し込みください。相談は無

　　　　　料。相談内容は一切漏らしません。
問・申 健康増進課 （北浦保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

こころの健康相談のご案内
「親子ふれあい料理教室」参加者募集

～夏休みを親子料理教室で楽しもう～

　麻生公民館調理室のコンロが最新式 SI セ
ンサーコンロになりました。快適に使って
いただけるよう LP ガス協会からの寄贈です。
　この料理教室では、最新式 SI センサーコ
ンロの安全性、便利機能などについてもご
紹介させていただきます。また、市の食生
活改善推進員のみなさんの料理指導もあり
ますのでお楽しみに！
～献立 （案）～　夏の冷製健康パスタ、スパニッシュオムレツほか

日　　時　８月１日（金）
　　　　　午前 9 時 30 分～午後０時 30 分
場　　所　麻生公民館２階　調理室
講　　師　食生活改善推進員・健康増進課（管理栄養士）
対　　象　市内の小学校５・６年生の親子 18 組
　　　　　※定員になり次第締切
参　　　　　加　　　　　　費　無料
持　　　　　ち　　　　　物　 エプロン・三角巾・タオル・ハ 

ンカチ
申込方法　 下記まで電話でお申し込みくだ

さい。
申込締切　７月 20 日（日）
そ　　　　　の　　　　　他　 アレルギーなどある場合は、事前

にご連絡ください。
主　　催　 茨城県高圧ガス保安協会行方支

部、行方市食生活改善推進員連絡
協議会、健康増進課、麻生公民館

問・申 麻生公民館
        ☎ 0299-72-1573  FAX 0299-72-2878

第１次試験日　９月 21 日（日）

　　　　（教養試験・論（作）文試験）

受験資格

①警察官Ａ　 昭和 60 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 27 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 60 年４月２日から平成

９年４月１日までに生まれた人

で、警察官Ａの受験資格（学歴

部分）に該当しない人

受付期間

郵送・持参：７月１日（火）～ 8 月 19 日（火）

電 子 申 請：７月１日（火）午前 9 時～

　　　　　　　　８月 18 日（月）午後 5 時

問 茨城県警察本部警務課

　 ☎０１２０－３１４０５８

　 行方警察署警務課

　 ☎０２９９－７２－０１１０

茨城県警察官　採用試験

　旧麻生中学校（行方

市島並 1285）の校舎解

体工事を今年度中に実

施する予定です。

　同窓会等でタイムカ

プセルなどを埋設している場合は、スポーツ

振興課までご連絡の上、至急掘り出しをお願

いいたします。

問 スポーツ振興課 ☎０２９１－３５－２１２０

旧麻生中学校の
解体工事が行われます 　5 ～ 7 月頃にかけて、主に道端や空き地な

どに鮮やかな橙黄色の花を咲かせる「オオ
キンケイギク」は繁殖力が非常に強く、周
りの在来種を駆逐してしまいます。
　自宅などに生えているのを見つけた際は、
刈り取るだけでなく、根っこから引き抜い
てください。枯死させてから燃えるごみと
して、行方市の指定ゴミ袋に入れて集積所
へ出してください。生態系を守るため、市
民の皆さまのご協力をお願いします。
問 環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

特定外来生物「オオキンケイギク」
の繁殖を防ぎましょう



婚活ナビ☆パーティー情報☆
なめがたキラリ☆男塾　開講 ！

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　　 行方市在住の独身男性。ただし、①

真剣に 1 年以内に結婚をしたいと考え

ていること、②結婚をしても行方市に住

み続けること、③継続して働いていること

（安定した収入）などの条件があります。

内　　　　容　　 ７月下旬から始まる年 5 回の定期的

なセミナー（コミュニケーション力向

上、里山や水辺を楽しむ達人による講

習）などの受講。また、塾生はふれあ

いパーティーへ優先的に参加できます。

受付期限　　７／４ （金）

問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
①７月 13 日（日）14:30 ～ 17:30

イーアスつくば（つくば市）

②７月 17 日（木）19:00 ～ 21:00

つくば山水亭（つくば市）

③７月 19 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

　　　　　　行方地区事務局（田上）090-1059-1747

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催
8/21（木）　みんなでしゃべらないと！
時　　間　19：00 ～ 21：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎 （水戸市）
対 象 者　40 代の独身者　15 名
会　　費　男女共に 1,000 円
受付期間　7/22（火） ～ 8/5（火）

8/29（金）　夏だ！ビールだ！
　　　　　　　ビアガーデンdeパーティー !!
時　　間　19：00 ～ 21：30
場　　所　鹿嶋市内ビアガーデン （鹿嶋市）
対 象 者　30 代の独身者　各 15 名
会　　費　男性 5,500 円　女性 4,000 円
受付期間　7/29 （火）～ 8/12 （火）
問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター

　☎ ０２９－２２４－８８８８
　 URL http://www.ibccnet.com/
　携帯 URL http://www.ccworld.
　　　　jp/ibaraki-dsc/

○玉造Ｂ＆Ｇ海洋センタープール一般開放○
期　　間　７月 12 日 （土）～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４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き添いがない方

○酒気を帯びている方

問 玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

　行方市玉造甲 3185

　☎ 0299-55-3211　 FAX 0299-55-3212

○ヨット教室参加者募集○
　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一人でヨッ

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 20 日 （日）、27 日 （日）、　

８月３日 （日）、10 日 （日）

時　　間　午前９時～午後４時

対　　象　小学４年生～中学生　10 名程度

　　　　　※高校生～大人についても別途

　　　　　　指導します。

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 17 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

スポーツ振興課からのお知らせ

　成人、小児、乳児を対象

にした心肺蘇生法、AED の

使用法その他の応急手当を

取得できます（実技中心に

なります）。

期　　日　９月 20 日（土）

　　　　　午前 9 時受付開始

時　　間　午前 9 時 30 分～午後 6 時 30 分

場　　所　北浦公民館　２階会議室

対　　象　行方市・潮来市・鉾田市に在住・

　　　　　在勤・在学の方

人　　数　15 名　※定員になり次第締切

申込方法　８月１日（金）から消防本部警防

　　　　　課で受付を開始します。メール

　　　　　でも受け付けております。

そ　　　　　　の　　　　　他　参加費無料。食事は各自で用意。

　　　　　軽装（運動のできる服装）。筆記

　　　　　用具持参。技能取得受講者には

　　　　　修了証を交付します。

問・申 鹿行広域事務組合消防本部　警防課

　　　☎０２９１－３４－８１１９

　　　 E-mail rokko-fd-keibou@smile.ocn.ne.jp

上級救命講習会開催のお知らせ

● 風で舞いあがった農事用ビニールや鳥追い

テープが送電線に付着するトラブルが発生

しております。送電線に接触すると停電事

故を起こすことがあります。

● 鳥追いテープにはアルミ箔が付いていて電

気を良く通しますのでご注意ください。

● 農作業がご多忙のおり恐縮ではあります

が、強風や突風の予報が出た場合は、事前

にご使用中の農事用ビニールや鳥追いテー

プをもう一度点検するなど、舞い上がり（飛

散）防止にご協力をお願いします。

　また、使用済みのビニール等は放置せず早

　めの回収をお願いします。

● 農事用ビニールや

鳥追いテープが電

線に付着した場合

には下記の東京電

力までご連絡くだ

さい。

問 東京電力

　茨城カスタマーセンター　☎ 0120-995-332

東京電力から農家の皆様へ
　　　　電気事故防止のお願い

受験
種目

自衛官候補生（男子） 自衛官候補生（女子） 一般曹候補生 航空学生（海上・航空）

応募
資格

採用予定月の１日現在、
18 歳以上 27 歳未満の男子

平成 27 年 4 月 1 日現在、
18 歳以上 27 歳未満の女子

平成 27 年 4 月 1 日現在、
18 歳以上 27 歳未満の人

平成 27 年 4 月 1 日現在、
18 歳以上 21 歳未満の人

受付
期間

年間を通じて
行っています

8 月 1 日（金）～ 9 月 9 日（火）
（締切日必着）

試験
期日

受付時にお知らせ
9 月 25 日（木）～ 29 日（月）

のうち指定する 1 日
9 月 19 日（金）・20 日（土）
のうち指定する 1 日（１次）

9 月 23 日（火） （１次）

会場 受付時にお知らせ 別途各人に通知
受付時又は

受験票交付時にお知らせ
別途各人に通知

試験
科目

筆記試験・口述試験・適性検査・身体検査
（１次） 筆記試験・適性検査
（２次） 口述試験・身体検査

（１次） 筆記試験・適性検査
（２次） 航空身体検査等
（３次） 操縦適性検査等

※詳しくは、下記までお問い合わせください。

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所（航空自衛隊百里基地内）　☎ ０２９９－５２－１３６６

　 自衛隊茨城地方協力本部募集課募集班　　☎ ０２９－２３１－３３１５

平成 26 年度自衛官募集

第１次試験

大学校　11 月１日（土）・11 月 2 日（日）

学　校　９月 28 日（日）

受験資格

①平成 26 年４月１日において高等

学校又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人及び

平成 27 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人

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 26 年４月１日におい

て当該課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

い人等、人事院が①に掲げる人と同等の資格

があると認める人

受付期間

○大学校

インターネット　８月28日（木）～９月８日（月）

郵送・持参　　８月 28 日（木）～９月１日（月）

○学　校

インターネット　７月22日（火）～７月31日（木）

郵送・持参　　７月22日（火）～７月25日（金）

問 鹿島海上保安署

　☎０２９９－９２－２６０１

　海上保安庁 URL

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

平成26年度海上保安大学校・
海上保安学校学生採用試験

《建築 CAD（JW-CAD）基礎講座》

期　　日　 ９月１日（月）、２日（火）、　　　

４日（木）、８日（月）、９日（火）

時　　間　午後６時～午後９時

内　　容　 基本的な建築図面の作成実習（平

面図、立体図、外観パース）

　　　　　使用予定ソフト：JW-CAD（Windows)

定　　員　10 名（応募者多数の場合は抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）

募集期間　７月 14 日（月）～８月６日（水）

申込方法　 往復はがき、又はホームページ

よりお申し込みください。　　

※詳細はお問い合わせください。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　　鹿嶋市林 572-1　☎ 0299-69-1171

　　 URL http://business2.plala.or.jp/kasigise/

鹿島産業技術専門学院
　スキルアップセミナーのご案内

なめがた版　婚活 No.3

恋の打ち上げ華火 2014

時　　　　間　　18：00 ～ 21：30 予定

場　　　　所　　潮来ホテル（潮来市）

対　　　　　　　　　象　　　　　　　　　　者　　30 歳～ 40 歳の独身者　15 名

会　　　　費　　男性　4,000 円　女性　2,500 円（食事付き）

受付期間　　 ７／２３ （水）～８／６ （水）

問・申 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

 8/23
  （土）


