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行方警察署で

警察官採用試験説明会を実施します

　警察官の仕事の概要や試験に関すること

を、ビデオを使って紹介します。

期　　日　８月７日（日）

時　　間　午前 10 時から１時間程度

場　　所　行方警察署　１階会議室

申込方法　下記までご連絡ください。

問・申 行方警察署警務課

　　  ☎０２９９－７２－０１１０（内線 211）

　　 （平日午前８時 30 分～午後５時 15 分）

　法律や行政、税務や不動産

等さまざまな問題について、

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（当日受付順・事前

予約不可）。

期　　日　９月４日（日）

時　　間　午前９時 30 分～午後３時

　　　　　（受付：午後２時 30 分まで）

場　　所　茨城県産業会館

　　　　　　　　　　（水戸市桜川 2-2-35）

問 茨城県弁護士会

　 ☎０２９－２２１－３５０１

第 17 回専門家による
困りごと無料相談会

第１次試験日　９月 18 日（日）

　　　　　　　（教養試験、論（作）文試験）

受験資格

①警察官Ａ　 昭和 62 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 29 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 62 年４月２日から平成

11 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 23 日（火）※消印有効

電子申請    ： ８月 22 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 28 年度　第２回
茨城県警察官　採用試験

　茨城県では、日本代表の初戦、ナイジェリ

ア戦のパブリックビューイングを、カシマス

タジアムで開催します。

日　　時　８月５日（金）

　　　　　　午前 9 時　　開場

　　　　　　午前 10 時　 キックオフ

場　　所　カシマサッカースタジアム

入　　　　　　場　　　　　料　無料

※ 水分・塩分補給や帽子の着用など、各自で

熱中症対策をお願いします。

問 茨城県政策審議室

　 ☎０２９－３０１－２０７２

　 URL  「茨城県政策審議室」または「カシマサッ

カースタジアム」で検索

リオ五輪　男子サッカー
パブリックビューイング開催

期　　日　８月 20 日（土）・21 日（日）

●映画上映会（市文化会館）※無料（要整理券）

　８月 20 日（土）10：00 ～ 17：05

　　　　　　　　　（開場 9：30）

　10：30 ～「夫婦フーフー日記」

　　　　　　　（永作博美主演映画）

　13：00 ～「花蓮～かれん～」

　　　　　　　（ 霞ヶ浦周辺を舞台とした映画。西蓮

寺や高須崎公園など市内ロケ多数）

　15：00 ～「天心」

　　　　　　　（ 震災復興映画・ロケ地のひとつと

して大山守大塲家郷士屋敷も！）

　▼チケット配布

　【行方市商工会】☎ 0299(72)0520（土・日・祝休）

　【ドラックＭＡ】  ☎ 0291(35)2503

　【須田石油店】     ☎ 0299(55)0273（水曜休）

●交流会（レイクエコー）※要申込

　８月 20 日（土）20：00 ～

　（映画関係者と語る行方・茨城の魅力）

●監督と巡るロケ地ツアー（行方市内各地）

　８月 21 日（日）※詳細はお問い合わせください。

※ 市内各女性団体からご協力いただき、環

境保全運動（環境紙芝居）等も実施され

ます。
問 なめがた湖魔女委員会

　 ☎ 0291-32-8222　FAX 0291-35-3574

弐湖の國映画祭のご案内
ー映画からみる茨城の魅力ー

　住宅用土地を取得した日から２年（平成

16 年４月１日から平成 30 年３月 31 日まで

に土地を取得した場合は３年）以内に住宅

を新築した場合や、土地取得後１年以内に

中古住宅を取得した場合で、一定の要件を

満たしていれば、その土地に係る不動産取

得税が減額・還付されます。

　この減額は、申請により適用となります

ので、土地の不動産取得税をすでに納めら

れた方で、申請のお済みでない場合は、早

めに申請していただくようお願いいたしま

す（申請期限：家屋完成後５年以内）。

　このほか、東日本大震災等で被災し、代

わりの土地や住宅等の不動産を取得した場

合につきましても、一定の要件のもとで不

動産取得税が軽減される場合があります。

　詳細はお問い合わせください。

問 茨城県行方県税事務所　課税第二課

　 ☎０２９９－７２－０７７３

　 URL  http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/somu/

zeimu/index.html

不動産取得税の減額について

　市では、毎月「こころの健

康相談」を実施しています。

　もやもや・人間関係・お酒

の問題・ひきこもり・こころの病気の心配な

ど、ひとりで悩まずに、ぜひご連絡ください。

場　所 時　間 日　程

北浦保健
センター

午後 1 時～
午後４時

８月 24 日（水）
９月 21 日（水）
10 月 19 日（水）

玉造保健
センター

午前 10 時
～午後 1 時

９月 30日（金）
11月 29 日（火）

対　　　　　象　　　　　ひひ者　・ こころの問題を抱えるご本人、

ご家族（ご家族のみの相談も可）

　　　　　・ 自分や家族のこと、人間関係な

どで悩んでいる方など

内　　容　 精神科医師、精神保健福祉士によ

る個別相談。相談は無料。相談内

容は一切もらしません。

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。

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

　このコンサートは、湖と緑

に囲まれた豊かな自然環境の

地「なめがた」で、これから

世に出ようとする、若く実力

ある音楽家と行方市民の交流の場をつくり、

地域に根ざした音楽のまちづくりを目指した

ものです。

　素晴らしい音楽をお楽しみください。

期　　日　８月 28 日（日）

時　　間　開場　14：00　開演　14：30

場　　所　市文化会館（行方市山田 2175）

入　　　　　場　　　　　　料　無料（542 席）

協　　力　 譜久島 肇（音楽工房「ログ」）・

御楽会（御邊典一門下生の会）

問 生涯学習課（北浦公民館内）

　 ☎０２９１－３５－２９０８

第５回御
お ん が く か い

楽会による
ピアノプロムナードコンサート

◇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

　農業の実践力を養います。大学への編入資格も得られます。

■募集人員等

区分 学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース

学科

農学科 40 人 高校等を卒業した人
または平成 29 年 3
月に卒業もしくは修
了見込みの人

２年 普通作・露地野菜・果樹

畜産学科 10 人 ２年 畜産

園芸学科 30 人 ２年 施設野菜・花き

研究科 10 人
農業大学校卒または
短大等卒以上もしく
は卒業見込みの人

２年 作物・園芸・畜産

■願書受付・入学試験

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法

推薦入試
（各学科）

平成 28 年 10 月３日（月）～ 10 月 21 日（金）平成 28 年 11 月２日（水）小論文・口述試験（個別面接）

一般入試
（各学科）

前期 平成 28 年 11 月 14 日（月）～ 12 月７日（水）平成 28 年 12 月 15 日（木）
筆記試験・口述試験（個別面接）

後期 平成 29 年２月６日（月）～２月 24 日（金） 平成 29 年３月３日（金）

研究科
一般入試

平成 28 年 11 月 14 日（月）～ 12 月７日（水）平成 28 年 12 月 15 日（木）筆記試験・口述試験（個別面接）

※詳細は、下記までお問い合わせください。

問・申 茨城県立農業大学校　入試事務局　〒 311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186

　　　☎０２９－２９２－００１０

平成 29 年度  茨城県立農業大学校　学生募集



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

　 （行方市玉造甲 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　　　2.3g ／ kg
○リン酸全量　　0.2g ／ kg
○カリ全量　　　0.4g ／ kg
○炭素窒素比　　0.4
※  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　　　14g ／ kg
○リン酸全量　　9.5g ／ kg
○カリ全量　　　5.1g ／ kg
○炭素窒素比　　14
※  g ／ kg は現物あたりの重量

を表します。

　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

　日本下水道協会茨城県支部排水設備主任

技術者試験要綱第７条第１項第１号から第

３号の規定に該当する人

（１号） 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人

（２号） 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

する人

（３号） 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

験を有する人

期　　日　10 月 17 日（月）

時　　間　午後１時 30 分～

場　　所　 ホテルグランド東雲（つくば市

小野崎 488-1）

申込締切　 ８月 16 日（火）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

○第16回行方市民
チャリティーゴルフ大会○

期　　日　９月 28 日（水）

時　　間　午前７時 30 分スタート

場　　所　セントラルゴルフクラブ

　　　　　（西コース）

参加資格　市内在住・在勤の方

募集人数　先着 200 人（50 組）

参　　　　　加　　　　　費　3,500 円（ 賞品代・パーティー費・

チャリティー代）

プレー費　6,500 円（ 乗用セルフ・ロッカー

代・昼食付税込）

申込期限　９月 10 日（土）

競技方法　 18 ホールストロークプレー　新

ペリア方式

○第21回行方市民テニス大会○
期　　日　９月 18 日（日）

　　　　　※雨天時９月 25 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・在勤の方または市内

のクラブ等に所属している方

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）

○行方市親善卓球大会○
期　　日　９月 25 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）

申込締切　９月２日（金）

○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 14 日、９月 21 日、９月 28 日、

　　　　　10月５日、10月12日、10月19日、

　　　　　10 月 26 日、11 月２日

　　　　　※全 8 回（水曜日）

時　　間　午後６時 30 分～午後８時 30 分

場　　所　北浦体育館  トレーニング室

募集人数　10 人

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

スポーツ情報

平成 28 年度
排水設備主任技術者資格試験

〈自由研削といし特別教育〉
期　　日　10 月１日（土）、２日（日）

時　　間　午前９時～午後４時

内　　容　�労働安全衛生法に基づく特別教

育（修了者には修了証を交付）

持　　　　　参　　　　　品　作業着、安全靴など

定　　員　10 人（抽選）

受　　　　　講　　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）

申込期間　８月 15 日（月）～９月７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。

問・申 茨城県立鹿島産業技術専門学院

　　  ☎０２９９－６９－１１７１

☆ 60 歳以上の方へ。無料で受講できますの

でぜひご参加ください☆

日　　時　９月７日（水）～８日（木）

場　　所　レイクエコー（宇崎 1389）

講習内容　�作業従事者の心得、建物内廃棄物

処理、安全衛生、ほうき・タオル・

モップなどの使い方、窓ガラス

清掃、カーペットのシミ取りな

ど基礎から実習を主に学びます。

対　　　　　　象　　　　　　者　① シルバー人材センター会員ま

たは満 60 歳以上の入会希望者

で就業希望の方

　　　　　 ②全日程参加可能な方。

定　　員　10 人　※選考有り

受　　　　　　講　　　　　　料　無料

申込締切　８月 25 日（木）

　　　　　※ 定員に達しない場合および天

候などにより講習を中止する

場合があります。

問・申 行方市シルバー人材センター

　　　☎０２９９－８０－６８１８

清掃スタッフ講習　受講者募集

日　　時　12 月 25 日（日）午後 2 時

場　　所　神栖市文化センター

演奏曲目　ベートーヴェン交響曲第九番

　　　　　神栖市の歌（管弦楽・ワルツ版）

対　　象　小学４年生以上

　　　　　※高校生以下の場合、保護者の同意が必要

参　　　　　加　　　　　　費　一般…6,000 円

　　　　　中高校生…2,500 円

　　　　　※小学生無料

　　　　　楽譜…840 円  練習用 CD…1,600 円

練　　習

　 （原則）８月４日（木）～毎週木曜日

　　　　　午後７時～９時　矢田部公民館他

　 　　　　８月７日（日）～毎週日曜日

　　　　　午後２時～４時　中央公民館他

　（どちらか都合の良い方にご参加ください）

※練習日時の詳細は結団式で配布します。

※ 申込方法等、詳しくはお問い合わせくだ

さい。
問・申 神栖市文化センター

　　　☎０２９９－９０－５５１１

神栖市民音楽祭 2016
「第九」合唱団員募集！（初心者歓迎）

茨城県立鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

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。

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

婚活ナビ☆パーティー情報☆

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/

（一社）いばらき出会いサポートセンター主催

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
① 9 月 11 日（日）13:30 ～ 16:30

　ホテルべストランド（つくば市）

② 9 月 25 日（日）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　  携帯 090-5514-5446

Night　Yoga　～月の光を浴びながら～

日　　時　8 月 26 日（金）　19：00 ～ 22：00

場　　所　茨城県三の丸庁舎

　　　　　（水戸市三の丸 1-5-38）

　　　　　※雨天時は会議室で開催

対　　象　年齢フリーの独身男女各 15 人

　　　　　（応募者多数は抽選）

申込期限　８月９日（火）

土浦協同病院 なめがた地域医療センター

第３回健康教室「骨粗しょう症について」
講　師　整形外科医師　新井 規仁先生

日　時　９月８日（木）午後２時～午後３時

場　所　�土浦協同病院 なめがた地域医療センター

　　　　３階会議室

参加費　無料（事前申込不要）

問 土浦協同病院 なめがた地域医療センター

　 ☎０２９９－５６－０６００


