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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。

　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。
◆８月 13日（月）
カインズホーム玉造店　10：00 ～ 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

　麻生中学校では、第２学年の生徒を対象に
職場体験学習を実施します。そこで、行方市
内で生徒を受け入れていただける事業所を
募集しています。
実　　　　　施　　　　　日　
　 平成 31 年１月 23 日（水）・24 日（木）

の２日間
　［予備日］１月 30 日（水）・31 日（木）
職　　種　 販売、製造、飲食、福祉、医療、

農業、漁業、教育等
受け入れていただく生徒の人数
　　　　　各事業所につき、４～８人
　ご協力いただける事業所の方は、下記まで
ご連絡ください。
問 行方市立麻生中学校（第２学年主任  工藤）
　 ☎０２９９－８０－８０７０

職場体験学習事業所を募集しています

　台風や雷・豪雨の影響による樹木接触・倒
壊や飛来物などにより、電線が切れてしまう
場合があります。
　切れてたれ下がっている電線には、絶対に
手を触れないでください。
　電線に樹木や看板などが接触している場
合も大変危険です。見つけたら、すぐに下記
までご連絡ください。ご連絡いただいた際、
現地の様子をスマホ等の写真で提供をお願
いする場合もございますので、ぜひご協力く
ださい。
問 東京電力パワーグリッド
　 ☎０１２０－９９５－００７
　　※ 0120 番号をご利用になれない場合
　　　☎０３－６３７５－９８０３（有料）
▶ 停電情報は、ホームページからご確認いた

だけます。
　 URL http://teideninfo.tepco.co.jp/

切れた電線にはさわらないで！
～東京電力パワーグリッドからのお知らせ～

平成 30年度茨城県不妊専門相談センター
妊活会のご案内

期　　日　９月２日（日）
時　　間　午後２時 20 分～午後４時 20 分
テ　　　　　ー　　　　　マ　誰でもわかる妊活
　　　　　　～聞いてみよう！みんなの疑問や悩み～
対　　象　 女性限定。不妊症や不育症につい

て知りたい方
定　　員　15 人
参　　　　　加　　　　　費　無料
場　　所　茨城県メディカルセンター
　　　　　地下１階会議室（水戸市笠原町 489）
申込締切　８月 28 日（火）
申込方法　 下記まで、電話でお申し込みくだ

さい。
※ 軽く体を動かします。動きやすい服装でお

越しください。
問・申 茨城県産婦人科医会
　　　☎０２９－２４１－１１３０
　　　（平日　午前９時～午後３時）

　行方市立幼稚園、小中学校、茨城県立高等
学校が、本年度から夏季休業中に学校閉庁日
を設けることになりました。
期　　日　８月 13 日（月）～８月 15 日（水）
※ 上記３日間を学校閉庁日とし、業務を行い

ません。
行方市立幼稚園、小中学校
　◆麻生幼稚園・北浦幼稚園・玉造幼稚園
　◆ 麻生小学校・麻生東小学校・北浦小学校・

玉造小学校
　◆麻生中学校・北浦中学校・玉造中学校
問 学校教育課（北浦庁舎）
　 ☎０２９１－３５－２１１１
茨城県立高等学校
　◆麻生高等学校
　◆玉造工業高等学校
問 茨城県教育庁 学校教育部 高校教育課
　 ☎０２９－３０１－５２５６

行方市立幼稚園、小中学校、
茨城県立高等学校　閉庁日のお知らせ

期　　日　９月 18 日（火）～ 20 日（木）
時　　間　午前 10 時～午後４時 30 分
場　　所　レイクエコー（宇崎 1389）
講習内容　 施設の基礎知識習得と施設内清

掃の知識や技能を身に付け、施設
清掃業務での就業を目指します。

対　　象　① シルバー人材センター会員ま
たは満 60 歳以上でシルバー人
材センターの会員になって就
業できる方

　　　　　 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　９月４日（火）
　　　　　※ 応募者多数の場合、早期締切有り。
申込方法　 下記窓口にて、所定の申込書で

お申し込みください。
問・申 行方市シルバー人材センター
　　　☎０２９９－８０－６８１８

高齢者の就業を支援します
施設清掃スタッフ講習　受講者募集

　ウォーキングやストレッチ・筋トレ・イ
スに座った運動などを行います。
期　　日　10 月 10 日～ 11 月 28 日
　　　　　（毎週水曜日、全８回）
時　　間　午後２時～午後３時 30 分
場　　所　北浦公民館
講　　師　健康運動指導士　神林美緒先生
　　　　　　　　　　　　　坂本孝宏先生
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、教室のほぼ全てに参加
できる方

定　　員　20 人　※定員になり次第締切
参　　　　　　加　　　　　費　無料
申込締切　９月 28 日（金）
申込方法　 下記まで、電話でお申し込みく

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

65 歳からの介護予防教室
「元気くらぶ」受講生募集

　「痩せたいけど痩せられない」「これから
も健康でいたい！」ご自分の食習慣を振り
返りながら、食事の適量や間食、お酒の正
しい取り方等を学びましょう。
日　　時
①８月 30 日（木）午後２時～午後３時 30 分
　「“いつ”、“どう”食べる？
　～食事の時間や配分を見直してみましょう～」
②９月 13 日（木）午後２時～午後３時 30 分
　「“なに”を“どれだけ”食べる？
　～食事・間食・お酒の適量を知っていますか～」
③９月 27 日（木）午前９時 30 分～午後１時
　 調理実習
④ 10 月２日（火）午後２時～午後３時 30 分
　 まとめ　　　　　　　　　　　（全４回）
場　　所　北浦保健センター
対　　象　�市内在住のおおむね 70 歳までの方
定　　員　10 人　※定員になり次第締切
参　　　　　　加　　　　　費　無料
申込締切　８月 21 日（火）
申込方法　 下記まで、電話でお申し込みく

ださい。
問・申  健康増進課（北浦保健センター内）
　 　 ☎０２９１－３４－６２００

栄養教室　参加者募集

　法律、司法、行政、税務、
社会保険、不動産等の問題
について、専門家である各
士業が連携し、相談に応じ
ます。
期　　日　９月２日（日）
時　　間　午前９時 30 分～午後３時
場　　所　茨城県産業会館　大会議室
　　　　　（水戸市桜川 2-2-35）
参加団体　�茨城県弁護士会
　　　　　茨城司法書士会
　　　　　茨城県行政書士会
　　　　　関東信越税理士会茨城県支部連合会
　　　　　日本公認会計士協会東京会茨城県会
　　　　　茨城県社会保険労務士会
　　　　　茨城土地家屋調査士会
　　　　　茨城県不動産鑑定士協会
申込方法　 当日会場にて、お申し込みくだ

さい。原則、相談時間は 30 分以
内とさせていただきます。

問 担当会： 日本公認会計士協会東京会茨城
県会　☎０２９－２９７－８２７０

平成 30年度茨城県八士会
無料相談会 　毎回１作品を仕上げていき、完成したもの

は、来年のひな祭り期間中に麻生藩家老屋敷
に飾ります。
期　　日　 ９月 14 日、９月 28 日、
　　　　　10 月 12 日、10 月 26 日、
　　　　　11 月９日、11 月 30 日、
　　　　　12 月 14 日、１月 11 日
　　　　　（金曜日　全８回）
時　　間　午前９時 30 分～午前 11 時 30 分
対　　象　初心者の方
場　　所　麻生藩家老屋敷記念館　管理棟
定　　員　 10 人　※定員になり次第締切

参　　　　　加　　　　　費　 毎回 100 円
持　　　　　　ち　　　　　物　裁縫道具、化繊綿、座布団
申込方法　 下記まで、電話または FAX 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
参加者募集

くらしの困りごと
何でもご相談ください

　生活相談・相続・年金・労働・多重債務・
保険など、専任相談員のアドバイス、または
専門家・専門機関をご紹介します。
期　　日　月～土曜日（日祭日を除く）
時　　間　午前 10 時～午後６時
相談電話　０１２０－７８６－１８４（無料）
※秘密厳守します。
問 ライフサポートセンターいばらき
　 ☎０１２０－７８６－１８４



☆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。

「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。
■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

出会いパーティー

 40 代・ざ・飲み会♪
日　　時　９月 15 日（土）18：00 ～ 20：30
場　　所　水戸市内の飲食店
対　　象　40 歳以上の独身男女各６人
申込期間　８月 17 日（金）～８月 31 日（金）

問・申  （一社）いばらき出会い
サポートセンター

　　　☎０２９－２２４－８８８８

◆その他のパーティー情報は…
　 （一社）いばらき出会いサポートセンターのホー

ムページでご確認ください。

第 18回行方市民
チャリティーゴルフ大会

期　　日　９月 26 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麻生コース

（旧麻生カントリークラブ）
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　3,000 円（ 賞品代・パーティー費）

プレー費　7,500 円（ 乗用セルフ・昼食付税込）

競技方法　 18 ホールストロークプレー　
　　　　　新ペリア方式
申込期限　９月９日（日）

行方市親善卓球大会
期　　日　９月 29 日（土）
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　８月 31 日（金）

申込方法（共通）
　 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。
※ 参加申込による個人情報は、目的外には使

用しません。

問・申 行方市体育協会事務局（スポーツ推進室内）
　　　☎０２９１－３５－２１１１
　　　FAX ０２９１－３５－１７８５

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 12 日～ 10 月 31 日
　　　　　（毎週水曜日、全８回）
時　　間　午後６時 30 分～午後８時 30 分
場　　所　北浦体育館  トレーニングルーム
募集人数　10 人
講　　師　健康運動指導士　坂本直之先生
料　　金　・ 市内および石岡市、小美玉市、

茨城町の方 200 円
　　　　　・ 上記以外の市外の方 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

問・申 生涯学習課スポーツ推進室（北浦体育館内）
　　　☎０２９１－３５－２１２０
　　　FAX ０２９１－３５－３８５４

内　　容　 北方領土に関するもので、啓発
グッズ等をはじめとした、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」「電子メール」ま

たは「公募情報専門 WEB サイト」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

　※複数回の応募可。入選は１人１作品。
応　　　　募　　　　先
　【はがき・封書】
　　 〒 105-0011
　　東京都港区芝公園 1-8-21　5 Ｆ
　　（（株）公募ガイド社内）
 　  「平成 30 年度北方領土に関する標語・

キャッチコピー募集係」宛
　【FAX】03-5405-2061
　【電子メール】hoku@koubo.co.jp
申込締切　 ９月 30 日（日）（締切当日消印、

到着メール・FAX 有効）
問  平 成 30 年 度 北 方 領 土 に 関 す る 標 語・

キャッチコピー募集係
　 ☎０３－５４０５－２０６４

平成30年度　北方領土に関する
標語・キャッチコピー募集

募集人員等および受験資格
 　農学科　　40 人（普通作・露地野菜・果樹）
　畜産学科　10 人（畜産）
　園芸学科　30 人（施設野菜・花き）
　【受験資格】 高校等を卒業した者または平

成 31 年３月に卒業もしくは
修了見込みの者

　研究科　10 人（作物・園芸・畜産）
　【受験資格】 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者
試験日
　（各学科）　前期　12 月 13 日（木）
　　　　　　後期　平成 31 年３月５日（火）
　（研究科）　12 月 13 日（木）
※詳しくはお問い合わせください。
問 茨城県立農業大学校　入試事務局
　 ☎０２９－２９２－００１０

平成 31年度
茨城県農業大学校　入学生募集

カヌー体験教室

期　　日　8 月 19 日 ( 日 )・9 月 16 日 ( 日 )
時　　間　午前９時 30 分～正午
集合場所　道の駅たまつくり　水槽前
講　　師　森保文先生（国立環境研究所）
参　　　加　　　費　無料
対　　象　小学４年生以上
　　　　　（３年生以下は要相談）
申込方法　 ボラいち（http://elfm.jp）また

は下記までお電話ください。
問 NPO 法人霞ヶ浦アカデミー事務局　菊地
　 ☎０８０－６６０７－１３０９

ソフトバレーボール教室
期　　日　８月７日（火）～３月末
　　　　　（毎週火曜日）
時　　間　午後８時～午後 10 時
場　　所　北浦運動場体育館
対　　象　18 歳以上（初心者歓迎）
参　　　　　　加　　　　　費　スポーツ安全保険掛け金　1,850 円
　　　　　会場使用料　100 円
申込方法　実施日に直接会場へお越しください。
持　　ち　　　物　運動できる服装、体育館シューズ

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
◆９月２日（日）13：30 ～ 16：30
　ホテルマロウド筑波（土浦市）
◆９月 15 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　携帯 090-5514-5446

全国パーキンソン病友の会茨城県支部
患者・家族のミニ交流会

期　　日　９月８日（土）
時　　間　午後１時 30 分～午後３時 30 分
場　　所　鹿嶋勤労文化会館２階　会議室
内　　容　 病気の悩み、薬、介護、その他の

ことを、患者・家族で話をする。
参　　　加　　　費　無料
申込方法　 開催日の１週間前までに、下記ま

でご連絡ください。
問・申  発知 ☎０２９９－６９－９３５０
　　  則末 ☎０２９９－８３－０１６２

　茨城県が、保育士の復職を応援します！
　結婚や出産などで離職中の方、もう一度
保育士として働きたい方は、ぜひご相談く
ださい。皆さんの希望に合った保育施設を
ご紹介します。
　また、ブランクにより、保育士として職
場復帰に不安のある方を対象とした、復職
者向けセミナーもございます。
　ぜひ一度お問い合わせください。
問・申  マンパワーグループ　つくば支店
 　　 ☎０１２０－６０４－１４８

保育人材バンクのご案内

平成 30年度技能検定（後期）
受検のご案内

受付期間　 10 月１日（月）～ 10 月 12 日（金）
（土日祝日除く）

　　　　　※ 受検案内は、９月３日（月）か
ら配布します。

受検手数料　21,000 円
　　　　　　（実技17,900円、学科3,100円）
　　　　　　 35 歳未満の２級・３級受検者

は、実技試験の一部減免措置
があります。

※ 実施職種、受検申請手続き、受検資格、試
験の免除等、詳しくは下記までお問い合
わせください。

問 茨城県職業能力開発協会　技能検定課
　 ☎０２９－２２１－８６４７
　 URL  http://www.ib-syokkyo.com

参加者募集！


