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　どなたでも参加できます。３分間ですくっ

た金魚の数で勝負！達人対決や秘技伝授、金

魚品評会等も行います。

期　　日　８月 29 日（土）

受付時間　午前８時 30 分～午前 11 時

場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド　虹の塔下

参　　　　　加　　　　　費　100 円　※金魚をプレゼント

問 行方市観光協会　☎０２９９－５５－１２２１

全日本KIN-ONEグランプリ2015
（第７回なめがた金魚すくい祭り）

「税」についての作文募集

募集内容　 北方領土に関するもので、啓発グッ

ズ等をはじめ、さまざまな世論啓

発の場で使用する標語やキャッチ

コピー

応募資格　どなたでも応募できます。

応募方法　 「はがき」「封書」「FAX」または「電

子メール」で①応募作品（ひらが

なで作品の読み方も記載）②郵便

番号③住所④氏名（ふりがな）⑤

年齢⑥性別⑦電話番号⑧職業⑨

この募集を何で知ったかを明記

　　　　　※１通につき１作品、複数回の応募可

応　　　　募　　　　先

【はがき・封書】

〒 110-0014　東京都台東区北上野 1-9-12 住

友不動産上野ビル９階

独立行政法人北方領土問題対策協会　宛

【FAX】03-3843-3631

【電子メール】hyougo2015@tk.hoppou.go.jp

申込締切　 ９月 30 日（水）（当日消印有効。

当日到着メール有効）

問 独立行政法人北方領土問題対策協会

　 業務グループ調整担当　☎ 03-3843-3630

平成27年度　北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

第１次試験日　９月 20 日（日）

　　　　　　　（教養試験、論（作）文試験）

受験資格

①警察官Ａ　 昭和 61 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 28 年 3 月 31 日

までに卒業見込みの人または人

事委員会がこれと同等と認める人

②警察官Ｂ　 昭和 61 年４月２日から平成

10 年４月１日までに生まれた人

で、①の受験資格（学歴部分）

に該当しない人

受付期限

郵送・持参： ８月 25 日（火）

電子申請    ： ８月 24 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

　（平日午前８時30分～午後５時15分）

　もしくは最寄りの交番、駐在所まで。

平成 27 年度　第２回
茨城県警察官　採用試験

平成27年度　第49回
中学生の「税についての作文」

応募資格　中学生

テ　　　ー　　　マ　税に関すること

文　　　字　　　数　 1,200 字以内（400 字詰め原稿用

紙３枚）

提　　　出　　　先　通っている中学校

応募締切　９月４日（金）

平成27年度　第54回
税に関する高校生の作文

応募資格　高校生

テ　　　ー　　　マ　 税の意義と役割について考えた

こと

文　　　字　　　数　800 字以上 1,200 字以内

提　　　出　　　先　最寄りの税務署

応募締切　９月４日（金）必着

問 税務課（麻生庁舎）　☎０２９９－７２－０８１１

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

採用予定月の１日現在、
18 歳以上 27 歳未満の女子

平成 28 年 4 月 1 日現在、
18 歳以上 27 歳未満の人

（平成元年 4 月 2 日から
平成 10 年 4 月 1 日まで
の間に生まれた人）

平成 28 年 4 月 1 日現在、
18 歳以上 21 歳未満の人

（ 平 成 7 年 4 月 2 日 か ら
平 成 10 年 4 月 1 日 ま で
の間に生まれた人）

受付
期間

年間を通じて
行っています

8 月 1 日（土）～ 9 月 8 日（火）
（締切日必着）

試験
期日

受付時にお知らせ
9 月 25 日（金）～ 29 日（火）

のうち指定する 1 日
9 月 18 日（金）・19 日（土）
のうち指定する 1 日（１次）

9 月 23 日（水）（１次）

試験
場

受付時にお知らせ 別途各人に通知
受付時または

受験票交付時にお知らせ
別途各人に通知

試験
種目

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 27 年度　自衛官募集

　放送大学では、平成 27 年度第２学期（10

月入学）の学生を募集しています。

　放送大学は、テレビ等の放送やインター

ネットを利用して授業を行う通信制の大学で

す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然

科学など、幅広い分野を学べます。

　出願期間は９月 20 日（日）まで。資料を

無料で差し上げています。お気軽に下記まで

ご請求ください。
問 放送大学茨城学習センター

　〒310-0056水戸市文京2-1-1（茨城大学構内）

　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　10 月生募集

　弁護士、司法書士、行政

書士、税理士、公認会計士、

社会保険労務士、土地家屋

調査士、不動産鑑定士が無

料相談に応じます。

　法律や行政、税務、会計、労働・社会保険、

不動産についてのご相談のある方はお気軽

にご来場ください（当日受付順・事前予約

不可）。

期　　日　９月６日（日）

時　　間　午前９時 30 分～午後３時

　　　　　（午後２時 30 分受付終了）

場　　所　茨城県産業会館　大会議室

　　　　　　　　　　（水戸市桜川 2-2-35）

問 茨城土地家屋調査士会

　 ☎０２９－２５９－７４００

無料相談会

参加しませんか！
「高齢者はつらつバスツアー」

　茨城県庁見学と国営ひたち海浜公園散策

期　　日　９月 30 日（水）

時　　間　玉造保健センター駐車場

　　　　　午前８時 45 分出発

対　　象　市内在住の 65 歳以上の方

　　　　　先着 30 名

参　　　加　　　費　1,000 円（昼食は各自負担）

申込締切　８月 31 日（月）

申込方法　 往復はがきに下記のように記入

の上、お申し込みください。

そ　　　の　　　他　 キャンセルの場合は至急委員会ま

でご連絡ください。車内は禁酒禁

煙です。

問 鹿行高齢者はつらつ委員会　平山昭三

　　☎ ０２９９－７３－３０３４

（申込者）
郵便番号
住　所
氏　名

（宛先）
〒 311-3825
行方市根小屋 332-3
鹿行高齢者はつらつ委
員会　平山　昭三　宛

（白紙）

（申込者）
郵便番号
住　所
氏　名
電話番号
※同行者は住所・氏名を記入

★往信　表 ☆返信　裏

☆返信　表 ★往信　裏

献血のお知らせ　◇カインズホーム玉造店　８月12日（水）〈午前〉10:00～12:15〈午後〉13:30～16:00　　問 健康増進課（北浦保健センター内）☎0291-34-6200



婚活ナビ☆パーティー情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催

① 8 月 20 日（木）19:00 ～ 21:00

　つくば山水亭（つくば市）

② 8 月 22 日（土）13:30 ～ 16:30

　ホテルベストランド（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

みんなでしゃべらないと！拡大版 !!
日　　時　８月 23 日（日）　13：40 ～ 17：00
場　　所　茨城県三の丸庁舎３階Ａ会議室（水戸市）
対　　象　30 歳代の独身男女　各 15 名
申込期限　８月７日（金）

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/

～夏の夜空を彩る風物詩～

　花火大会で盛り上がろう
屋形船パーティー開催 !!

時　　間　18：30 ～ 21：30（受付 18：00 ～）

場　　所　潮来ホテル集合

対　　象　45 歳以下の独身男女　各 15 名

　　　　　※ 男性は行方市内の農業後継者に

限ります。

会　　費　男性 4,000 円　女性 3,000 円

申込期限　８月７日（金）

申込方法　 電話または FAX にて下記までお申

し込みください。「なめがた日和」

（http://namegata.mypl.net/) からもお

申し込みいただけます。

問・申 農業振興センター

　　　☎ 0291-35-3114　FAX 0291-35-2826

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

　排水設備工事の設計および施工管理につ

いて直接責任を負う者の認定をします（行

方市下水道排水設備指定工事店および農業

集落排水設備指定工事店の指定申請時に必

要となります）。

受験資格（次のいずれかに該当）

① 高等学校以上の土木工学または、これに相

当する課程を修了して卒業した者

② 大学、大学院、短期大学、高等学校を卒業

後１年以上排水設備工事等の設計または施

工に関し実務経験を有する者

③ 中学校を卒業後２年以上排水設備工事等の

設計または施工に関し実務経験を有する者

試験日時　10 月 22 日（木）

　　　　　午後１時 30 分～

試験会場　 ホテルマロウド筑波（土浦市城

北町 2-24）

申込締切　 8 月17 日（月）までに下記までお

申し込みください。

※ 申込書は下水道課（玉造庁舎）に用意してあ

ります。

問・申 下水道課（玉造庁舎）

　　　☎０２９９－５５－０１１１

○行方市民ゴルフ大会○
期　　日　９月 29 日（火）

時　　間　午前７時 30 分スタート

場　　所　玉造ゴルフ倶楽部・捻木コース

参加資格　市内在住在勤者

募集人数　先着 200 名（50 組）

参　　　加　　　費　3,000 円（賞品代・パーティー費）

プレー費　6,000 円（乗用・セルフ・昼食付）

キャディ費　3,240 円

申込方法　 氏名・住所・電話番号・生年月日・

プレー区分を電話または FAX に

てお申し込みください。

申込期限　９月 10 日（木）

競技方法　 18 ホールストロークプレー　新

ペリア方式

スポーツ振興課よりお知らせ
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

○第15回行方市民テニス大会○
期　　日　９月 20 日（日）

　　　　　※雨天時９月 27 日（日）

時　　間　午前９時集合受付

場　　所　北浦運動場テニスコート

参加資格　�市内在住在勤者または市内のク

ラブ等に所属している者

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

参　　　加　　　費　１人 500 円（当日徴収）

申込方法　 氏名・住所・電話番号・勤務先・所

属クラブ等を電 話 ま た は FAX に

てお申し込みください。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。

○行方市親善卓球大会○
期　　日　９月 27 日（日）

時　　間　開会式　午前８時 20 分～

場　　所　麻生運動場体育館

種　　目　小学生シングルス

　　　　　中学生男女別シングルス・団体戦

　　　　　一般男女別シングルス・団体戦

参加資格　�市内在住在勤の方（中学生は潮来

市も含む）

参　　　加　　　費　１人 200 円（当日徴収）

申込方法　 氏名・住所・電話番号・年齢等を

電話または FAX にてお申し込み

ください。

申込締切　９月３日（木）

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

 この肥料は、し尿・浄化槽汚泥および牛・

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。

有機肥料　液状汚泥発酵堆肥
　　　　　　　　　　　（無料で散布します）
主要作物　玉ねぎ・ゴボウ・里芋・飼料作物・

ハス田　他

有機肥料　牛豚混合汚泥堆肥
　　　　　　　　　　　（有料で販売します）
家庭菜園、プランター、庭木等に最適です。

15kg 袋詰　　　２００円

バラ売り　１kg 当たり　１０円

問 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

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平均
的な測定値）
○窒素全量　　　1.5g ／ kg
○リン酸全量　　0.5g ／ kg
○カリ全量　　　1.4g ／ kg
○炭素窒素比　　４
※  g ／ kg は現物あたりの重量

を表します。

主要な成分の含有量
（生産した事業場における平均
的な測定値）
○窒素全量　　　11g ／ kg
○リン酸全量　　13g ／ kg
○カリ全量　　　10g ／ kg
○炭素窒素比　　12
※  g ／ kg は現物あたりの重量

を表します。

　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 19 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 17 日（月）から消防本部警

防課で受付を開始します。メール

でも受け付けています。

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

平成 27 年度　上級救命講習会

恋愛モテ♥セミナー＆ Love Action
～サッカーが結ぶあなたの幸せ～

日　　時　8 月 16 日（日）

　　　　　　　　16：00 ～ 21：30（受付 15：45）

場　　所　 カシマスポーツセンター＆県立カシ

マサッカースタジアム

観戦試合　鹿島アントラーズ vs ベガルタ仙台戦

対　　象　 25 歳～ 45 歳位の独身男女（男性は

鹿嶋市在住・在勤に限る）各 20 名

参�加�費　 男性 6,000 円　女性 4,000 円（セミ

ナー・昼食・チケット代含む）

申込期限　８月７日（金）

問・申 鹿嶋市こども福祉課少子化対策室

　　　 ☎ ０２９９－８２－２９１１

鹿嶋市主催、アントラーズ・ホームタウン協議会共催

平成 27 年度
排水設備主任技術者資格試験

○トレーニング教室○
～自分の体　トレーニングで変化させよう

８回終了後の自分を想像して～

期　　日　 ９月 17 日、９月 24 日、10 月１日、

　　　　　10月８日、10月15日、10月22日、

　　　　　10 月 29 日、11 月 5 日

　　　　　※全 8 回（木曜日）

時　　間　午後６時 30 分～午後８時

場　　所　北浦体育館  トレーニングルーム

募集人数　10 名

講　　師　健康運動指導士　松尾 喜久雄先生

料　　金　 市内 200 円、市外 400 円（２時間

分のトレーニングルーム使用料）

持　　　ち　　　物　 運動できる服装、室内用運動靴、

タオル

申込方法　電話または直接北浦体育館へ

茨城県立鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

《　建築 CAD（JW-CAD）基礎講座　》

期　　日　 ９月７日（月）、８日（火）、10 日（木）、14 日（月）、15 日（火）の５日間

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、立面図、外観パース）

　　　　　使用予定ソフト：JW-CAD（Windows）

定　　員　15 名（抽選）　　　受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）

申込期限　８月 17 日（月）

申込方法　 往復はがきまた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/
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