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お知らせ版

シルバー人材センターの
請負金額が変わります
平成 31 年４月１日から、
シルバー人材センターの
「請負作業」に係る最低賃金

３月１日（金）～３月７日（木）

平成 31 年

春の火災予防運動

火災が発生しやすい季節にあたり、火災予防意識の一層の普及を図ることにより
火災の発生を防止し、火災による死傷者の発生や財産の損失を防ぐことを目的と
して、全国一斉に実施します。

春は火災の多発期‼

が変更になります。

１日からは「１時間あたり 830 円から」と
問

・身近な消火器の設置場所を確認する。
・避難経路を確認し、避難の妨げになる物を置かない。
・火災の時は、大声で周りに知らせながら逃げる。

茨城空港では、ゴールデンウィークの４月

茨城－香港間のチャーター便は、茨城空港

「統計が

問・申

までに生まれた人で、上記警察官 A の受
験資格（学歴区分）に該当しない人（2020
年３月 31 日までに高等学校を卒業見込み
の人を除く）
■申込受付期間
インターネット（電子申請）

教えてくれる

地域力」

３月１日（金）～４月 12 日（金）
■問い合わせ
茨城県警察本部警務課

総務省政策統括官付統計企画管理官室

サイヨーゴハッピー

☎０１２０－３１４０５８

普及指導担当

（平日

〒 162-8668 東京都新宿区若松町 19-1

☎０２９９－７２－０１１０

FAX ０３－５２７３－１１８１

E-mail

午前８時 30 分～午後５時 15 分）

行方警察署警務課

☎０３－５２７３－１１４４

（平日

toukeinohi@soumu.go.jp

午前８時 30 分～午後５時 15 分）

もしくは最寄りの

2019 年度（平成 31 年度）
国家公務員採用試験

☎０２９－３０１－２７６１

交番・駐在所まで

人事院は、2019 年度（平成 31 年度）に
次の国家公務員採用試験を行います。
■総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）
受付期間
▶香港の夜景
（香港政府観光局提供）

◆３月７日（木）10：00 ～ 16：00

麻生保健センター

☎０２９１－３４－６２００

３月 16 日（土）

受付期間

所
容

鹿嶋勤労文化会館１階 研修室１

場

間

６月 17 日（月）～６月 26 日（水） 申込方法

受付期間

第１次試験日

９月１日（日）

※申し込みは、インターネットにより行って
ください。

なめがた地域医療センター

健康増進課（北浦保健センター内）

日

■一般職試験（高卒者試験、社会人試験（係員級）） 参 加 費

◆３月 28 日（木）13：15 ～ 16：00
問

第５回鹿行地区患者・家族のミニ交流会

４月５日（金）～４月 17 日（水） 内
第１次試験日 ６月 16 日（日）

カインズホーム玉造店

◆３月 26 日（火）10：00 ～ 16：00

全国パーキンソン病友の会茨城県支部

３月 29 日（金）～４月８日（月） 期
第１次試験日 ４月 28 日（日）
時

■一般職試験（大卒程度試験）

献血のお知らせ

■古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがある

問

 1986 年４月２日から 2001 年４月１日

３月 31 日（日）

2017 年度

県政策企画部交通局空港対策課内）

住宅用火災警報器は設置後 10 年を目安にとりかえましょう！

■記入した ｢設置年月｣ または ｢製造年｣ を確認してみましょう。

【男性警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】

「活かせ統計、未来の指針。」

茨 城空港利用促進等協議会事務局（茨城

○設置が必要な場所（※詳しくは消防署へご相談ください）

ため、早めに交換しましょう（連動型を推奨します）。

がこれと同等と認める人

郵便にてご応募ください。

2018 年度

る香港へお出かけください。

火災からあなたと大切な家族の命を守る！設置と点検を！

分にも設置が必要です。

までに卒業見込みの人または人事委員会

いの都道府県名③氏名（ふりが

■過去の特選作品

どのグルメや、100 万ドルの夜景を楽しめ

まだ付けていない方は、すぐに設置しましょう。

します。一般住宅で、２階や３階に寝室がある場合には，避難経路である階段部

を卒業した人もしくは 2020 年３月 31 日

※入選者には表彰状および副賞を授与

この機会にぜひ、
「アワビ」「ふかひれ」な

消防法で、全ての住宅、住居部分に「火災警報器」の設置が義務付けられています。

学校教育法による大学（短期大学を除く）

を ご 記 入 の 上、 メ ー ル・FAX・

開港以来、初めての運航となります。

問

 1986 年４月２日以降に生まれた人で、

応 募用紙または①部門②お住ま

話番号⑥標語（１人５作品まで）

日の日程で、
「茨城－香港」を結ぶチャーター
便が運航されます。

【男性警察官 A・女性警察官 A】

公務員の部

な）④所属・学校名（学年）⑤電

５月 12 日（日）

■受験資格

の部、一般の部、統計調査員の部、

応募方法

27 日（土）～５月１日（水・祝）の４泊５

「住宅用火災警報器」の設置はお済みですか？

基本的な取り付け場所は、就寝に使用する部屋（寝室・子ども部屋など）に設置

小学生の部、中学生の部、高校生

公益社団法人行方市シルバー人材センター

茨城空港からのお知らせ

・ガスこんろの周りに、物を置かない。

・住宅用火災警報器を設置し、点検する。

門

応募締切

・ストーブは、燃えやすい物の近くで使わない。

火災になった時に命を守るために

部

入会申込等：☎０２９９－８０－６８１８

・寝たばこはしない。灰皿には水を入れる。

・放火されないように、燃えやすい物を外に放置しない。

募集しています。

仕事の依頼：☎０２９９－８０－６２２２

お宅で火を出さないために

・コンセントは、たこ足配線しない。

周知のための広報媒体等に活用する標語を

なります。よろしくお願いします。

枯れ草火災等に注意！

そばを離れる時は火を消す。

総務省では、「統計の日（10 月 18 日）」 ■第１次試験日

これは、平成 30 年 10 月から茨城県最低
賃金が変更になったことに伴うもので、４月

2019 年第１回
茨城県警察官採用試験のご案内

「統計の日（10 月 18 日）」標語募集

URL

問

問・申

のりすえ

午後１時 30 分～午後３時 30 分

病気の悩み、薬、介護、その他の
ことを、患者・家族で話をする。

無料

開催日の１週間前までに、下記ま
でご連絡ください。

則末 ☎０２９９－８３－０１６２

☎０８０－６５０６－０１６２

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

人事院関東事務局

見やすく読みまちがえにくい

☎０４８－７４０－２００６～８

を採用しています。

ユニバーサルデザインフォント

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

NPO 法人なめがたふれあいスポーツクラブ

教室参加者募集！

あなたの健康維持に役立ててみませんか。
期日

場所

対象

種目・内容

体操・太極拳・卓球・バドミントン・
子どもから大人まで
スポーツ吹矢等

土曜日教室

毎週土曜日

9：00 ～ 11：30

玉造 B&G 海洋センター

ジュニアヒップホップ
教室

毎週木曜日

18：40 ～ 20：20

レイクエコー

小学生

玉造公民館

20 歳以上

太極拳教室

期

日

５月 13 日（月）、14 日（火）、
16 日（木）、20 日（月）、21 日（火）、

時間

毎月第１・３水曜日 19：00 ～ 20：30

経験に合わせてクラス分け指導
１つ１つの型をゆっくり習得

からだスッキリ！
体幹トレーニング教室

毎月第２火曜日

20：00 ～ 21：00

北浦公民館

20 歳以上

自宅でできる多種目トレーニング

アロマヨガ教室

毎月第４水曜日

20：00 ～ 21：00

北浦公民館

20 歳以上

身体を調整する初心者向けヨガ

※詳細は、お気軽にお問い合わせください。

問・申

※参加申込による個人情報は、目的外には使用しません。

 PO 法人なめがたふれあいスポーツクラブ
N
☎０９０－２５６１－０４８６
玉造 B&G 海洋センター
☎０２９９－５５－３２１１ ※月曜除く

23 日（木）の６日間
時

間

午後６時～午後９時

申込期間

３月 11 日（月）～４月３日（水）

定

15 人（抽選）

員

受 講 料

2,980 円（テキスト代含む）

申込方法

鹿 島 産 業 技 術 専 門 学 院 ホ ー ム
ページまたは往復はがきでお申
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

URL

h ttp://business2.plala.

不動産鑑定士による
不動産無料相談会
鹿行スポーツボウリング推進協議会主催

無料体験スクール

■無料体験スクール

期

日

４月２日（火）

時

間

午前９時 30 分～正午

場

所

茨城県開発公社１階中会議室

日

時
①４月 17 日（水）
午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分
②４月 17 日（水）

（水戸市笠原町 978 ｰ 25）
出演・観覧者募集

なめがたエリアテレビ「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

なめがた大使で、歌手の奈良崎正明さんが MC を務める市民参加型の歌番組「昼カラ歌っ

ちゃいまショー♪」。市民の皆さんに自慢の歌声を披露していただき、奈良崎さんからのワン
ポイントアドバイスがあります。
期
場

日
所

参加対象
募集人数
申込方法
申込締切
問・申

３月 28 日（木）

時

間

②観覧

番組出演

市内在住・在勤の方
どなたでも大歓迎

６組

電話かメールで、下記までお申し込みください。
３月 18 日（月）午後５時

情報政策課（麻生保健センター内）

☎０２９９－７２－０８１１

E-mail

name-tv@city.namegata.lg.jp

日

４月３日（水）

時

間

午前９時 30 分～正午

場

所

県南生涯学習センター５階
小講座室１（土浦市大和町 9-1）

なめがたエリアテレビ簡易劇場（麻生保健センター内）
①番組出演

③４月 18 日（木）

【つくば会場】

午後２時～午後４時

なめがた大使

午後６時 30 分～午後８時

【土浦会場】
期

期

日

４月 10 日（水）

時

間

午前９時 30 分～正午

場

所

筑 波銀行つくば副都心支店２階

午前 10 時 15 分～午前 11 時 45 分

（つくば市研究学園 5-20-1）
申込方法
問

当日会場にてお申し込みください。

一般社団法人

茨城県不動産鑑定士協会

☎０２９－２４６－１２２２

時

４月 20 日（土）18：00 ～ 20：30

場

所

水戸市内の飲食店

対

象

45 歳以上の独身男女各６人
※応募者多数は抽選

受付期間

３月 11 日（月）～３月 29 日（金）

申込方法

下記までお申し込みください。


問（一社）いばらき出会いサポートセンター
☎０２９－２２４－８８８８

▶その他パーティー情報は…
ホームページでご確認ください

「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

■登録料

午後６時 30 分～午後８時
場

所

鹿島ボウル（鹿嶋市宮中 290-1）

■キャリーハートクラブ
・障害者手帳をお持ちの方限定クラブ
（貸靴およびボウリングゲーム代割引）
・全国障害者スポーツ大会参加選手を毎週
１回、無料レッスン実施中
問

鹿行スポーツボウリング推進協議会

（鹿島ボウル内）
☎０２９９－８４－６７６７

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

④４月 18 日（木）

セミナールーム２

奈良崎正明さん

日

支援を行っています。

の価格などの相談に無料で
【水戸会場】

【45 歳以上】ざ・飲み会 !

公的な団体で、登録制によるパートナー探しの

不動産鑑定士が、不動産
お答えします。

いばらき出会いサポートセンター主催

鹿嶋市林 572-1 ☎ 0299-69-1171
or.jp/kasigise/

◆第８回収録

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。

《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座》

適度に運動することは、身体上の健康へのプラスだけではなく、日々のストレスを発散する上でも効果的です。

教室名

☆行方市からの婚活情報☆

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
◆日時

4 月 21 日（日）13：30 ～ 16：30

◆場所

ホテルグランド東雲（つくば市）

◆対象

A コース：30 歳代～ 40 歳代の独身男女
Ｂコース：50 歳代～ 60 歳代の独身男女

問・申 ＮＰＯ法人ベル・サポート

☎ 0280-87-7085 携帯 090-5514-5446

