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パソコン・インターネット
困りごと無料相談会

パソコン操作・書類作成・

インターネット接続等、

困りごと解決方法の

相談無料

期　　日　７月 26 日（火）

時　　間　午後６時～午後９時

資料代等　2,000 円

後　　援　行方市

※事前に電話での申し込みが必要です。

問・申 行方幕府

　　　〒 311-1724 行方市小貫 30-2

　　　☎０２９１－３５－４３２１

ビーチハンドボールとは？
　砂地のコートで裸足で競技します。１チーム４人

～８人で、２セットマッチ。通常１点、スカイシュー

ト・ピルエットシュートなど２点プレーもあります。

期　　日　８月６日（土）・７日（日）

時　　間　午前 10 時～午後３時（両日とも）

場　　所　天王崎公園砂浜

参加資格　中学生以上

参加人数　１チーム４人～８人

　　　　　（男子、女子、男女混合）

参　　　　　加　　　　　費　１チーム 1,000 円

　　　　　（保険料・参加賞含む）

申込締切　７月 15 日（金）

申込方法　 下記まで電話でお申し込みくだ

さい。

問・申  サンセット＆イルミネーションフェス

タ実行委員会（行方市商工会内）

　　☎０２９９－７２－０５２０（9:00 ～ 17:00）

サンセットフェスタ IN 天王崎

ビーチハンドボールフェスティバル
一般参加者募集！

平成 28 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　７人程度

　　　　　○消防Ｂ　６人程度

第１次試験日　９月 18 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　鹿行広域消防本部会議室

　　　　　（鉾田市安房 1418-15）

＊第２次試験は 10 月下旬予定

受験資格

○消防Ａ　 平成元年４月 2 日から平成７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）を卒業した人または平成 29

年 3 月 31 日までに卒業見込みの人

○消防Ｂ　 平成５年４月２日から平成 11 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

た人または平成 29 年 3 月 31 日ま

でに卒業見込みの人

申込方法

　受験申込書および履歴書（所定のもの）に

必要な事項を自筆で正確に記入して、申込期

間中に鹿行広域消防本部または管内の各消

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、鹿行広域消防本部または管

内の各消防署、各出張所にあります。

受付期間　７月 11 日（月）～８月 14 日（日）

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
（裁判所事務官、高卒者区分）

第１次試験日　９月 11 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）

受験案内　 裁判所ウェブサイト (http://www.

courts.go.jp/saiyo/index2.html) ま た

は裁判所で配布している受験案

内をご覧ください。

受付期間

▼インターネット

　７月 12 日（火）午前 10 時～７月 21 日（木）

▼郵　送

　７月 12 日（火）～７月 15 日（金）

（７月 15 日消印有効）

※ 郵送での申込書は、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

■平成 29 年度学院生
　　　　（平成 29 年４月入校生）募集
募集訓練科

①プラント保守科（２年訓練）

②生産ＣＡＤ科（１年訓練）

　オープンキャンパスを開催します。

水稲農薬空中散布を実施します

　水稲の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、ご協力をお願いします。

日　程　麻生地区　7月20日（水）・21日（木）

　　　　玉造地区　7月23日（土）・24日（日）

　　　　北浦地区　7月27日（水）・28日（木）

※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）

※ 散布当日、水田付近の家の窓やハウスの閉

め忘れ、車等の駐車などの理由により散布

できない場合がありますので、ご協力をお

願いします。

問 行方市農作物病害虫防除対策協議会

　 （農林水産課内）☎ 0291-35-2111

◇なめがた農業協同組合　麻生支店

　7 月 14 日（木）9：30 ～ 12：00

　協力　行方創生会

◇セイミヤモール麻生店

　7 月 14 日（木）13：30 ～ 16：00

　協力　行方創生会

◇麻生保健センター

　7 月 14 日（木）9：30 ～ 12：00

　　　　　　　　13：00 ～ 16：00

　協力　行方創生会

◇行方市役所　北浦庁舎

　7 月 29 日（金）9：30 ～ 12：00

　　　　　　　　13：00 ～ 15：30

　※ 骨髄バンク登録会（潮来保健所主催）も

併せて実施します。

◇カインズホーム玉造店

　８月 16 日（火）10：00 ～ 12：15

　　　　　　　　  13：30 ～ 16：00

問 健康増進課（北浦保健センター内）

　　☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ
（７・８月）

基礎コース　ビジネスパソコン基礎科
訓練期間　９月 15 日（木）～ 12 月 14 日（水）

　　　　　午前９時 30 分～午後４時

場　　所　キャリアスクールピュアメイト

定　　員　15 名

テキスト代　11,642 円

申込方法　 ８月 18 日（木）までにハローワー

クで求職申し込み・職業相談を

し、申込書を申込先へ提出

申込期間　７月 26 日（火）～８月 19 日（金）

　　　　　消印有効

問・申 （有）ピュアメイト

　　    ☎０２９９－８４－０７００

求職者支援訓練受講者募集

茨城県立鹿島産業技術専門学院から
お知らせ

■建築 CAD（JW-CAD）基礎講座
期　　日　９月５日（月）、６日（火）、

　　　　　８日（木）、12 日（月）、13 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 人（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）

申込期間　７月 11 日（月）～８月３日（水）

申込方法

　 往 復 は が き ま た は ホ ー ム

ページ（http://business2.plala.

or.jp/kasigise/）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

親子ふれあい料理教室

　夏休みに親子で一緒に楽しく

料理を作りましょう。

　最新のガスコンロで料理を作

ります。

日　　時　８月 25 日（木）午前９時 30 分～

場　　所　玉造保健センター　調理室

参　　　　　加　　　　　費　無料

持　　　　　ち　　　　　物　エプロン・三角巾

申込締切　８月 10 日（水）

問・申 行方地方エルピーガス保安センター

　　　☎ FAX  ０２９９－７２－１４７１

鹿島宇宙技術センター施設一般公開
～地球と宇宙をつなぐ、電波と人工衛星～

　鹿島宇宙技術センター施設の一般公開を

行います。

　「電波をみてみよう」「光でつたえよう」「宇

宙を観測する 34 ｍアンテナ」などイベント

多数。先着 100 人（当日整理券配布）を対

象に工作教室「FM ラジオを作ろう」も行い

ます。ぜひ来場ください。

期　　日　７月 30 日（土）

時　　間　午前 10 時から午後４時

場　　所　鹿島宇宙技術センター（パラボラ）

入　　　　　場　　　　　料　無料

問�鹿島宇宙技術センター

　 ☎０２９９－８２－１２１１

　視覚に障害のある方の見えにくさを補う

ための補助具（レンズや拡大読書器など）を

展示したり、相談会を行います。小さなお

子さまや保護者の方だけでなく、成人の方

や関係機関からの参加もお受けしています。

　相談は無料です。

期　　日　７月 27 日（水）

時　　間　午前 11 時～午後３時

場　　所　 鹿嶋市役所　301・302 会議室

　　　　　（鹿嶋市平井 11877-1）

申込方法　 下記までお申し込みください。

問・申 茨城県立盲学校視覚障害教育支援センター

　☎ 029-221-3388 E-mail shien@ibaraki-sb.ed.jp

平成28年度　茨城県立盲学校
地域巡回教育相談会

　やさしいことばで、日ごろの思い、

感動、うっぷんを表してみよう。

期　　日　 毎月第２日曜日

　　　　　※８月は 20 日（土）に開催

時　　間　午後１時～

場　　所　 麻生公民館１階（車いすでも）

対　　象　 中学生から年齢制限なし。初め

ての方、大歓迎します。

申込方法　 当日会場へ。まずは参観を。

問・申 水郷麻生短歌会（会長　額賀）

　　　☎０２９９－７７－１２７７

やさしい短歌教室
～水郷麻生短歌会～



○玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

プール一般開放○
期　　間　７月 16 日（土）～８月 31 日（水）

　　　　　（月曜日休館）

※ 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）の持ち込みおよび使用は

禁止です。

※ 水着等の貸し出し、販売はしていません。

入場時間

　①午前の部　午前９時～午前 11 時 50 分

　②午後の部　午後１時～午後４時 50 分

　③夜の部　　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 行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター

　 行方市玉造甲 3185

　 ☎０２９９－５５－３２１１

○ヨット教室参加者募集○
　霞ヶ浦でセーリング体験しませ

んか。自然の風を利用してヨット

を走らせてみましょう。風と波の

音が心地よく爽快です。

　2019 年には国体セーリング競技が霞ヶ浦

で開催されます。出場も夢ではありません。

　小中学生の初心者を対象にやさしく指導

します。1 日だけの参加も可能です。

期　　日　 ７月 17 日（日）、18 日（海の日）、

24 日（日）、31 日（日）

時　　間　午前９時～午後４時

場　　所　行方市麻生　天王崎

　　　　　「白帆の湯」前　霞ヶ浦湖岸

使　　　　　用　　　　　艇　 小型ヨット（ＯＰ級ディンギーま

たはミニホッパー）

募集人員　小学４年生～中学生　10 人程度

　　　　　※ 高校生～大人についても別途

指導します。

料　　金　1,000 円

　　　　　（スポーツ傷害保険、資料代）

申込期限　７月 13 日（水）

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ推進室内）

　　　☎ 0291-35-2120　 FAX  0291-35-3854

（詳細は）ヨットカヌー部　岡里

　　　　 ☎０９０－３０６５－４８８９

スポーツ情報

受験

種目
自衛官候補生 一般曹候補生 航空学生

応募

資格
採用月の１日現在、18 歳以上 27 歳未満の人

平成 29 年 4 月 1 日現在、

18 歳以上 27 歳未満の人

平成 29 年 4 月 1 日現在、

高 卒（ 見 込 み 含 む ）21

歳未満の人

受付

期間

男子：年間を通じて行っています。

女子： ７月１日（金）～９月８日（木）（締切

日必着）

７月１日（金）～９月８日（木）（締切日必着）

試験

期日

男子：受付時にお知らせ

女子： 9 月 23 日（金）～ 27 日（火）のうち

指定する１日

9 月 16 日（金）・17 日（土）

のうち指定する 1 日（１次）
９月 22 日（木）（１次）

試験

場
別途各人に通知します。

※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

自衛官募集

　お子さまの成長や神経の発達に関する専

門医による講演です。

期　　日　７月 16 日（土）

場　　所　神栖市保健・福祉会館２階

　　　　　（神栖市溝口 1746-1）

■「低身長きたす治療可能な疾患」

　　（午後１時 15 分～）

■「小児のけいれん性疾患と発達障害について」

　　（午後１時 50 分～）

■無料相談会（午後３時～）

募集人数　講演会 60 人  無料相談会 12 組

申込方法　 メールまたは FAX にて下記まで

お申し込みください。

問 神栖済生会病院  医療連携室（藤村）

　  ☎０２９９－９７－２１１１

　 日本イーライリリー株式会社（井上）

　  ☎０２９－２３２－０７８１

申　 FAX ０２９－２３２－０７８３

　　 E-mail kodomonoseityou@gmail.com

子どもの成長に関する講演会

　ＩＴに興味のある方、技術を身に付けた

い方は、ぜひご参加ください。

期　　日　 ７月 23 日（土）、８月４日（木）

場　　所　 茨城県立産業技術短期大学校

　　　　　（水戸市下大野町 6342）

内　　容　 学校見学や体験授業

申込方法　 各開催日の前日までに電話にて

問い合わせるかホームページ

（http://www.ibaraki-it.ac.jp) をご覧

ください。

問・申 茨城県立産業技術短期大学校

　　　☎０２９－２６９－５５００

目指せ！ＩＴのプロフェッショナル
県立ＩＴ短大オープンキャンパス 2016

　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　第１回　８月 31 日まで

　　　　　第２回　９月 20 日まで

※ 資料を無料で差し上げています。下記まで

お気軽にご請求ください。

問 放送大学茨城学習センター

　☎０２９－２２８－０６８３

放送大学　平成 28 年度第２学期
（10 月入学）学生募集

日　　時　 ８月３日（水）

時　　間　午前９時～午後５時

場　　所　県内の各司法書士事務所

相談内容　 相続、贈与、会社等のご相談およ

びこれに関連する不動産・法人登

記のご相談

　　　　　 裁判、借金、日常生活のトラブル

に関するご相談

申込方法　 各司法書士事務所までお願いし

ます（要事前予約）。

問 茨城司法書士会　☎０２９－２２５－０１１１

司法書士の日　無料相談会

　水戸地方法務局では、すべての登記所にお

きまして、電話により予約をいただき、登

記に関する相談をお受けする事前予約サー

ビスを実施しております。

　これまでは、登記相談が重複した際には、

皆さまにお待ちいただいておりましたが、こ

の事前予約サービスにより、皆さまのご都

合の良いときに、お待ちいただくことなく

登記相談をお受けいただくことができます

ので、ぜひご利用くださいますようお願い

いたします。

　詳しくは、最寄りの法務局にお問い合わ

せください。

問 水戸地方法務局鹿嶋支局

　 ☎０２９９－８３－６０００

登記相談の事前予約サービス
の実施について

　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習得で

きます（実技中心になります）。

期　　日　９月３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

定　　員　20 人　※定員になり次第締切

申込方法　�８月１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 28 年度　上級救命講習会 ☆婚活ナビ☆

行方市地域結婚支援者『チームＯＳＫ』が
あなたの〝結婚〟応援します！

　市では、若者が抱える恋愛や結婚に関する悩み等の

相談に対応できる「おせっかい役」を復活させました。

　その名も ･･･

　「行方市結婚支援者『チームＯＳＫ』」！
（OSK･･･「おせっかい」の略）

　“行方らしさ”のある、寄り添った結婚支援活動を

行います。

　チームＯＳＫに相談したい方は、お気軽にご連絡くだ

さい。お待ちしています。

問・申 政策秘書課まちづくりグループ（麻生庁舎）

　　　☎ 0299-72-0811　 FAX 0299-72-2174

期　　日　７月 16 日（土）

時　　間　開場：午前 10 時

　　　　　開演：午前 11 時

場　　所　北浦荘２階　大広間

参加資格　当日、北浦荘を利用される方

参　　　　　加　　　　　費　500 円（弁当代含む）

定　　員　40 人（定員になり次第締切）

応募方法　 電話または北浦荘受付までお願

いします。

問・申 北浦荘　☎０２９１－３５－２８２１

北浦荘♪カラオケ大会


