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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

パソコン・インターネット
困りごと無料相談

パソコン・インターネット・
書類作成などご相談ください
電話受付　平日　午前 9時～午後 7時
相談時間　１時間（日時は電話で相談）
資料代等　2,000 円
※�事前に、電話での相談日時打ち合わせが必
要です。

問・申�行方幕府　☎０２９１－３５－４３２１
　　��〒 311-1724　行方市小貫 30-2

「ミズノオープン」トーナメント
運営ボランティア募集

　5月 24 日（木）～ 27 日（日）に、ザ・
ロイヤルゴルフクラブ（鉾田市大蔵 200）
で開催予定の「ミズノオープン」ボランティ
アスタッフを募集します。
　皆さんの力で大会を盛り上げましょう !!
応募条件　２日間以上の参加をお願いします。
応募方法
　�下記ホームページから応募用紙をダウン
ロードし、必要事項をご記入の上、FAX
にてお申し込みください。
　�メールでお申し込みの方は「申し込み希
望」の表題で、メールをお送りください。
受付後にお送りする参加確認ハガキを
もって、正式参加受付とさせていただき
ます。
　 FAX ：０６－６２３３－６６８２
　 E-mail：mizuno ｰ open@atum.ne.jp
　※定員になり次第締切
服　　装
　靴：�スニーカーまたはソフトスパイク

シューズ
　服：�スラックス、綿パン、キュロットなど
ボランティア説明会
　大会に先立ち、4月 30日（月・祝）に説
明会を開催します。配布物などもございま
すので、できるだけご参加ください。
※�詳しくは、 URL http://www.mizunoopen.
com/volunteer/ をご覧ください。

問�商工観光課（北浦庁舎）
　☎�０２９１－３５－２１１１

　「２つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といった慣れない動きで、脳を適度
に混乱させ、認知機能の低下を予防するプログラムです。
　笑顔やコミュニケーションが生まれ、楽しく続けられるのが特徴です。
期　　日　５月９日～７月 25日（毎週水曜日、全 12回コース）
時　　間　午後１時 30分～午後３時
対　　象　�市内在住の 65歳以上で運動が可能な方、自分で会場まで来られる方、教室のほ

ぼすべてに参加できる方
募集人数　30人（定員になり次第締切）
場　　所　地域包括支援センター（玉造保健センター内）
参　　　　　加　　　　　費　無料
申込方法　下記まで電話でお申込みください。
申込締切　4月 24日（火）
内　　容　脳活性化・認知機能向上プログラムのシナプソロジーおよび運動教室
講　　師　Rise�total�support　林　俊人先生
持　　　　　ち　　　　　物　筆記用具、タオル、飲み物（水分補給）、室内用シューズ
　　　　　※動きやすい服装でお越しください。
問・申�地域包括支援センター（玉造保健センター内）☎０２９９－５５－０１１４

笑顔で楽しく脳を活性化！「脳スッキリ・体シャッキリ教室」受講生募集！

　「こどもの日」にちなんでイベントを開催
します。皆さんでお越しください。
期　　間　�４月 20日（金）から５月６日（日）

の木・金・土・日・祝日
内　　容　�五月人形・つるし飾り展、麻生藩

家老屋敷記念館のパネル展示
時　　間　午前９時～午後４時
場　　所　麻生藩家老屋敷記念館
　　　　　（麻生 1153-1）
休　　　　　館　　　　　日　月・火・水（祝日は開館）
入　　　　　館　　　　　料　無料
★特別イベント
　５月３日（木）
　　・�しょうぶ・おもちゃ・なめりーミコッ

トグッズの無料配布（なくなり次第終了）
　　・「なめがた郷土かるた」販売（1,000 円）
　　・�こども版「なめかたのクニたんけん風

土記」販売（1,000 円）
問�生涯学習課（北浦庁舎）
　�☎０２９１－３５－２１１１

五月人形展示および
麻生藩家老屋敷記念館オープンデー

　地域の皆さんの手により、公共
の場を緑化し、緑豊かなまちづく
りへの意識を持ってもらうことを
目的とします。
　配布する花苗の種類は未定ですが、１団
体あたり 180本までを予定しています。
応募資格　�普段から活動をしている町内会・

商店会・子ども会・老人会等の
団体のみ

募集人数　先着 20団体まで
場　　所　�集落センターや道路沿いなど、地

域住民が活用する公共性の高い
場所

料　　金　無償配布
申込方法　�電話または直接農林水産課（北浦

庁舎）までお越しください。後日
申請書等を郵送します。

申込期間　５月１日（火）から受付開始
　　　　　※先着順
問・申�行方市緑化推進協議会（農林水産課内）
　　���☎０２９１－３５－２１１１

花苗等を配布します

介護支援専門員の更新研修

対　　象　○介護支援専門員　更新研修
　　　　　　（実務未経験者）
　　　　　○介護支援専門員　再研修
　　　　　　（有効期間満了者）
日　　程　�６～７月（１班）
　　　　　９～ 10月（２班）
　　　　　11～ 12月（３班）
場　　所　第１・３班　水戸会場
　　　　　第２班　　　土浦会場
定　　員　各班先着 80人
受　　　　　講　　　　　料　43,640 円（講義料、テキスト代含む）
募集期間　４月１日（日）～ 10月 30日（火）
※詳細は、お問い合わせください。
問・申�公益財団法人介護労働安定センター
　　　茨城支部　☎０２９－２２７－１２１５
　�　 URL ��http://www.kaigo-center.or.jp/

shibu/ibaraki/

　10 月に開催される第 17回世界湖沼会議
（いばらき霞ヶ浦 2018）に向けて、霞ヶ浦
の「案内人」を目指しましょう。
期　　日　�４月 22日（日）・５月 13日（日）・

５月 20日（日）
時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分
場　　所　茨城県霞ケ浦環境科学センター
　　　　　（土浦市沖宿町 1853）
受　　　　　講　　　　　料　無料
※詳細は、下記までお問い合わせください。
問�茨城県霞ケ浦環境科学センター
　�☎０２９－８２８－０９６２

霞ヶ浦コンシェルジュ（案内人）
養成講座　第３期受講者募集

　土日・祝日に年次有給休暇を組み合わせ
て、連休を実現する「仕事休

やす

もっ化計画」。
　まずは、ゴールデンウィークから
始めよう！
問�茨城労働局雇用環境・均等室
　�☎０２９－２７７－８２９４

働き方改革　いばらき

第１次試験日　５月 13日（日）
　　　　　　　（教養試験、論（作）文試験）
受験資格

【男性警察官Ａ・女性警察官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31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

受付期限
【郵送・持参・インターネット（電子申請）】
　４月 24日（火）
問�茨城県警察本部警務課
　�☎０１２０－３

サイヨーゴハッピー
１４０５８

　�行方警察署警務課
　�☎０２９９－７２－０１１０
　または最寄りの交番、駐在所まで。

平成 30 年度　第１回
茨城県警察官採用試験

　尊い命を救うために、皆さま
の温かいご協力をお願いします。
◆４月 29 日（日）カインズホーム玉造店
　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



参加者募集！

※�参加申込による個人情報は、目的外には使
用しません。

平成 30年度　麻生柔道教室
　行方市体育協会柔道部主催による、柔道初
体験の方を対象とした教室です。柔道の基本
である礼法、受け身を中心に学習します。
期　　日
　５月 12日、19日、26日
　６月２日、９日、16日、23日、30日
　７月７日、14日、21日、28日
　（土曜日、全 12回）
時　　間　午後６時～午後７時
場　　所　�麻生運動場トレーニングルーム
対　　象　幼児～小学６年生
　　　　　（中学生以上要相談）
参　　　　　加　　　　　費　800円（スポーツ安全保険掛金）
申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申�生涯学習課スポーツ推進室（北浦庁舎内）
☎０２９１－３５－２１１１FAX ０２９１－３５－１７８５

☆行方市からの婚活情報☆
市の結婚支援事業と、近隣で開催される
パーティー情報をお知らせします。

【県の団体主催】出会いパーティー

 40 代・ざ・飲み会♬
日　　時　５月 19 日（土）18：00 〜 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　40 歳代の独身男女各６人
　　　　　（応募者多数は抽選）
申込期間　４月 20 日（金）〜５月７日（月）
問・申 （一社）いばらき出会いサポートセンター
　　  ☎０２９－２２４－８８８８
　　   http://www.ibccnet.com/index.html

「いばらき出会いサポートセンター」に
登録しませんか

　同センターは、県や市町村等の支援を受けた
公的な団体で、登録制によるパートナー探しの
支援を行っています。全国一の実績があります
ので、ぜひ会員登録をご検討ください。
■登録料　10,500 円（３年間）※相談無料
■問い合わせ＆申し込み
　（一社）いばらき出会いサポートセンター
　　☎ 029-224-8888
　�鹿行センター（鹿島セントラルビル本館８階）
　　☎ 0299-92-8888
※�市では、上記登録料の一部 5,000 円を助成し
ています。
　（行方市結婚支援団体等加入時助成金）

問�企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

　初心者向けに「つるし飾り教室」を開催
します。
　毎回１作品ずつ仕上げていき、
完成した作品は来年のひな祭り
期間中に麻生藩家老屋敷記念館
に飾ります。
　皆さんの参加をお待ちしています。
期　　日　５月 11日、５月 25日
　　　　　６月８日、６月 22日
　　　　　７月 13日、７月 27日
　　　　　８月 10日、８月 24日
　　　　　（金曜日、全８回）
時　　間　午後１時 30分～午後３時 30分
場　　所　麻生藩家老屋敷記念館　管理棟
対　　象　初心者の方
募集人数　12人（定員になり次第締切）
参　　　　　加　　　　　　費　�毎回 100円
持　　　　　　ち　　　　物　裁縫道具、化せん綿、座ぶとん
申込締切　４月 27日（金）
申込方法　�下記までお申し込みください。
問・申�生涯学習課（北浦庁舎）
　　　☎０２９１－３５－２１１１
　　　 FAX ０２９１－３５－１７８５

やさしい　つるし飾り教室

　市では、毎月「こころの健康相談」を実施
しています。
　相談のあと、ご本人からは「話してすっき
りした」「わかってもらえた」「納得のいく
治療を始めることができた」、ご家族からは
「本人の行動の理由や気持ちが理解できるよ
うになった」「具体的な声のかけ方などがわ
かった」などのご報告をいただいています。
　人間関係・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

４月11日（水）
５月16日（水）
６月13日（水）
７月18日（水）

対　　象　・�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

《 機械 CAD（AutoCAD）基礎講座 》
期　　日　�6 月 4日（月）、5日（火）、7日

（木）、11 日（月）、12 日（火）、
14日（木）の６日間

時　　間　午後６時～午後９時
申込期間　４月 16日（月）～ 5月９日（水）
定　　員　10人（抽選）

《 アーク溶接特別教育 》
期　　日　�６月 12 日（火）、13 日（水）、

14日（木）の３日間
時　　間　午前９時～午後５時
持　　　　　参　　　　　品　�作業着、安全靴、帽子、防じんマ

スクなど
申込期間　４月 23日（月）～５月 16日（水）
定　　員　15人（抽選）
■各講座共通
　受　　　　　　講　　　　　料　2,980 円（テキスト代含む）
　申込方法　�往復はがきまたは鹿島産業技

術専門学院ホームページから
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

ジュニアヨットクラブ
セーリングジャンボリー

　（一社）日本ジュニアヨットクラブ連盟およ
び茨城県セーリング連盟の共催によるヨット
を中心とする水辺スポーツの教室です。
期　　日　�5 月 3日（憲法記念日）、4日（み

どりの日）、５日（こどもの日）
時　　間　午前 9時 30分受付
場　　所　霞ヶ浦ふれあいランド
対　　象　市内在住の小学３年生～中学３年生
参　　　　　加　　　　　費
　１日のみ：2,000 円（当日徴収）
　２日間または３日間：3,000 円（初日徴収）
申込方法　�下記までお申し込みください。
申込締切　４月 20日（金）
※詳細は、お問い合わせください。
問・申�日本ジュニアヨットクラブ連盟
　　　（筒井洋二）
　　　☎FAX ０４５－８２１－５４２８
　　　携帯０９０－７９０１－０３０６

JICAボランティア募集

　独立行政法人国際協力機構（JICA）は、
開発途上国で現地の人々と同じ生活をしな
がら、共に働き、国づくりに貢献するボラン
ティアを募集しています。
募集期間　４月２日（月）

～５月１日（火）正午
応募資格
■青年海外協力隊 /日系社会青年ボランティア

　20歳～ 39歳
■�シニア海外ボランティア/日系社会シニア・
ボランティア　　　　　　40歳～69歳

問�JICA ボランティア募集事務局
　�☎０３－６７３４－１２４２
　� E-mail contact@jocv.info
　� URL www.jica.go.jp/volunteer/

小学生～高校生のための
夏休み海外研修交流事業　参加者募集

日　　程　７月 26日（木）～８月 16日（木）
　　　　　８～ 18日間�※コースにより異なる
内　　容　�ホームステイ・ボランティア・

文化交流・学校体験・英語研修・
地域見学・野外活動など

研　　　　　　修　　　　　　先　�米国・英国・豪州・カナダ・サ
イパン・シンガポール・フィジー・
フィリピン

対　　象　小３～高３�※コースにより異なる
※詳細は、お問い合わせください。
問�公益財団法人　国際青少年研修協会
　�☎０３－６４１７－９７２１
　� E-mail info@kskk.or.jp
　� URL http://www.kskk.or.jp

平成 30年度
親と子のよい歯のコンクール

対　　象　健康な歯をお持ちの母子、父子
　　　　　※�満３歳から６歳（平成 24年４月

２日から平成 27 年４月１日ま
での間に生まれた未就学の幼児）
のお子さんと母親または父親

応募方法　�親子の氏名（ふりがな）、生年月
日、郵便番号、住所、電話番号、
かかりつけ歯科医院または最寄
りの歯科医院、歯科医院の電話番
号を記入し、ハガキか FAX で下
記までお申し込みください。

問・申�茨城県歯科医師会 8020事業係
　　��〒 310-0911 水戸市見和 2-292-1
　　　☎０２９－２５２－２５６１
　　　 FAX ０２９－２５３－１０７５


