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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。

　感じたこと・思ったことを「五七五七七」
で自由に表現して、狂歌を作ってみませんか？
　募集要項および応募用紙は、各庁舎、各
公民館に用意してあります。また、市ホー
ムページからもダウンロードできます。
▶応募期間
　第１回　７月１日～７月 20日
　第２回　９月１日～９月 20日
　第３回　11月１日～ 11月 20日
※今回から応募回数が年３回となりました。
※�入選結果は、各回ごとに市報なめがた、
市ホームページ、なめテレで発表します。
年間優秀作品（県知事賞等）は「年間作
品集」として刊行し、入賞者に配布します。
詳しくは下記までお問い合わせください。

問�生涯学習課（北浦庁舎）
　　「なめがた狂歌」係
　　�☎０２９１－３５－２１１１

令和元年第１回なめがた狂歌
作品募集

　花壇づくりによる花いっぱい運動に継続
的に取り組んでいる、または取り組もうと
している団体に対し、費用の支援（１団体
あたり５万円以内）を行います。
▶支援の対象経費
　１．�花壇の造成費用等（プランター、鉢

等の購入費用含む）
　２．シャベル等の道具の購入費用
　３．花の種・苗等の購入費用
　４．�その他、花いっぱい運動に必要と認

められる経費
▶申込方法　�下記までお申し込みください。
▶申込締切　８月 30日（金）必着
　※�応募用紙は、チャレンジいばらき県民運動の
ホ ー ム ペ ー ジ（https://challenge-ibaraki.
jp/）からダウンロードできます。

問・申�チャレンジいばらき県民運動
　　���☎０２９－２２４－８１２０

令和元年度　花壇づくり団体募集

霞ヶ浦フェスタ 2019

　８月１日～８月７日は「水の週間」です。
　独立行政法人水資源機構と行方市開発公
社では、水とふれあう体験イベントを実施
します。
▶期日　８月４日（日）
▶時間　10：00～
▶場所　�霞ヶ浦ふれあいランド水の科学館

集合
▶内容　�水とふれあえる遊び
　　　　（�湖上巡視体験、足水コーナー、ドロー

ン撮影、シャボン玉、水鉄砲など）
問�行方市開発公社�☎０２９９－５５－３９２７

◆７月 19日（金）
　10：00～ 12：00／ 13：00～ 16：00
　▶場所　行方市情報交流センター
　　　　　　（旧麻生保健センター）
　皆さんのご協力をお願いします。
問�健康増進課（行方市保健センター内）
　�☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

▶業務内容
　・旅行商品の企画・手配業務・清算業務
　・スポーツ合宿に関わる団体および業務の調整
　・鹿島アントラーズとの調整業務
▶応募資格
　【必須】
　・�旅行業務取扱管理者（国内または総合）
の有資格者

　・旅行業務に携わったことがある方
　・普通自動車運転免許必須（AT限定可）
▶雇用形態　契約社員（１年ごとの更新）
▶応募方法書類
　①履歴書（直近３カ月以内の顔写真貼付）
　②職務経歴書（書式自由）
　※�上記の書類を 7月 20 日（土）必着で、
郵送または持参。応募書類は返却しませ
んのでご了承ください。

問・申��一般社団法人アントラーズホームタウン
DMO

　　　〒 314-0034 鹿嶋市鉢形 1527
　　　　鹿嶋市交流会館内
　　　　☎０２９９－７７－９５００
　　　　 E-mail �info@antlers-dmo.com

一般社団法人アントラーズホームタウンDMO
職員募集

▶期日　９月 19日（木）～ 20日（金）
▶時間　9：00～ 15：30
▶場所　鹿行広域事務組合消防本部会議室
　　　　（鉾田市安房 1418-15）
　　　　☎０２９１－３４－７１１９
▶定員　70人
▶受付期間　８月１日（木）～８月 31日（土）
※�ただし、締切日前であっても、定員になり次
第締め切ります。
▶申請書の配布・受付場所

令和元年度
甲種防火管理（新規）講習実施案内

令和元年度第１回「新農業人フェア in
いばらき」（水戸市）参加者募集

　「農業を始めたい方」「農業法人等に就職し
たい方」「農業に関心のある方」のためのセ
ミナー・相談会です。求人のある農業法人等
が20数社、農業の専門学校、JAやハローワー
ク等が出展し、さまざまな就農の相談に対応
します。
▶期日　７月 20日（土）
▶時間　セミナー�12：00～ 13：00
　　　　相談会　�13：00～ 16：00
▶場所　�水戸駅ビルエクセル６階エクセル

ホール（水戸市宮町 1-1-1)
※�入場・相談料無料・服装自由
問�公益社団法人茨城県農林振興公社
　��☎０２９－３５０－８６８６

鹿島宇宙技術センター施設一般公開
～電波の仕事を見てみよう！～

　「衛星通信を活用してみよう」「見えない
光で情報を伝えよう」「宇宙の電波を観測す
る 34ｍアンテナ」「こども工作教室でＦＭ
ラジオを作ろう（当日整理券配布）」などイ
ベント多数。
▶期日　７月 27日（土）
▶時間　10：00～ 16：00
▶場所　鹿島宇宙技術センター（パラボラ）
▶入場料　無料
問��国立研究開発法人情報通信研究機構　　
鹿島宇宙技術センター

　�☎０２９９－８２－１２１１

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８日（日）
　○基礎能力試験（多肢選択式）、作文試験
▶受付期間
　・インターネット
　　７月９日（火）～７月 18日（木）
　・郵　送
　　７月９日（火）～７月 12日（金）

（７月 12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。
▶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。

問�水戸地方裁判所事務局　総務課人事第一係
　�☎０２９－２２４－８４２１

▶期日　�８月２日（金）
▶時間　９：00～ 17：00
▶場所　茨城県内の各司法書士事務所
▶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

▶その他　�本相談は無料です。事前に各司
法書士事務所へお申し込みくだ
さい。

問�茨城司法書士会
　☎０２９－２２５－０１１１

「司法書士の日」記念事業
司法書士　無料相談会

　 電話番号 住所

鉾田消防署 0291-34-0119 鉾田市安房 1418-15

潮来消防署 0299-63-0119 潮来市大塚野 1-13-2

行方消防署 0291-35-0119 小幡 1101-38

麻生出張所 0299-80-6119 麻生 3339-1

玉造出張所 0299-36-2799 浜 102-2

▶受講料　�4,500 円（テキスト代および訓練
資材費として、講習日初日に徴収）

※�ホームページ URL http://rokkou-kouiki.
jp/wp/syoubou/kousyuu からも申請書
がダウンロードできます。

問�鹿行広域事務組合消防本部　予防課
　�☎０２９１－３４－７１１９

「なめがたトマティーナ」開催！

　トマト祭り「なめがたトマティーナ」を
開催します。
　直売会、食べ比べ、トマト料理＆スイー
ツ＆加工品販売、早食い大会など盛りだく
さん！皆さんで遊びに来てください。
▶期日　７月 13日（土）～７月 14日（日）
▶時間　10：00～ 16：00
▶場所　霞ヶ浦ふれあいランド
　　　　（旧みずまるレストラン周辺）
問�農林水産課ブランド戦略室
　�☎０２９１－３５－３１１４



☆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。

♥その他パーティー情報は…
　▶�（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。

「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

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。

セーリング教室
　自然の風を利用して走らせるヨットは、風
と水の音が心地良く爽快です。体力に応じた
艇種により、小学生でも一人で乗れるように
なります。親子での参加も大歓迎。この機会
にセーリングを体験してみましょう。
　初心者を対象にセ－リング部員がやさし
く指導します。１日だけの参加も可能です。
▶期日　�７月 14日（日）、15日（海の日）、

21日（日）、28日（日）
　　　　いずれの日も 9：00～ 16：00
▶対象　小学３年生～中学生　10人程度
▶場所　天王崎「白帆の湯」前　霞ヶ浦湖上
▶使用艇　�OP級ディンギー、ミニホッパー、

二人乗りディンギー（小型ヨット）
▶指導者　行方市体育協会セーリング部
▶参加費　1,000円（スポーツ障害保険・テキスト代）
▶申込方法　�下記までお申し込みください。
▶申込締切　７月 11日（木）

いばらき出会いサポートセンター主催

 【40 ～ 49 歳】ざ・飲み会 !
　～ 飲み放題ではありません ～　

日　　時　8月 17日（土）18：00～ 20：30
場　　所　水戸市内飲食店
対　　象　40～ 49歳の独身男女各６人
　　　　　※応募者多数は抽選
受付期間　７月１日（月）～８月１日（木）
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

　ベトナム人と茨城県の小学生が湖上ス
クールを通して、日本とベトナムの相互理解
と環境学習を目的とするイベントです。
▶日時
　８月 24日（土）
　（�8：15 羽鳥駅もしくは 9：15 土浦駅東口集合�
ー 10：00 湖上スクール�ー�昼食�ー�霞ケ浦ふ
れあいランド�ー�15：45 土浦駅東口もしくは
16：45羽鳥駅解散）

▶参加費
　大人 1,500 円 / 子供 1,200 円
　（弁当代 /入場料）
　　※事前に申し込みサイトにて支払

▶対象　�小学 3年生以上と保護者
　　　　（定員 20人※先着順）
▶申込方法　
　�https ://20190824kasumigaura .
peatix.com/ にアクセスし、申し込み・
決済をお願いします。

問�NPO法人霞ヶ浦アカデミー事務局（菊地）
　 E-mail ��kasumigaura.academy@gmail.com

NPO 法人霞ヶ浦アカデミーからのお知らせ
「Vietnam＆Japan国際交流＆湖上スクール」

採点者募集！
霞ヶ浦 ｢川の通信簿｣

　霞ヶ浦湖岸周辺の公園などを巡り ｢川の通
信簿｣ を作ります。参加者の皆さんには、通
信簿を付ける採点者になっていただきます。
　｢川の通信簿｣ は、河川空間の親しみやす
さを、市民の皆さんと共同で点検し、良い点、
悪い点を把握して、良好な河川空間の保全、
整備を図って行くための基礎材料とするも
のです。
▶点検日時および集合場所
　８月 20日（火）10：00～ 17：00
　　霞ヶ浦河川事務所
　８月 21日（水）10：00～ 17：00
　　霞ヶ浦総合公園駐車場
　※昼食は持参してください。
▶点検場所　�霞ヶ浦湖岸周辺
　　　　　　（バスで移動しながら採点）
▶募集人員　�各回 20人先着順
　　　　　　（20日、21�日の両日参加も可能）
▶対象　�どなたでも
　　　　（小学生以下は保護者同伴）
▶参加費　無料
▶申込方法　�下記まで電話またはFAX（住所、

氏名、連絡先、人数を記入）で
▶申込締切　８月２日（金）17：00
問・申�霞ヶ浦河川事務所　調査課
　　　 ☎０２９９－６３－２４１５
　　　 FAX ０２９９－６３－２４９５

問・申�行方市体育協会事務局（北浦体育館内）
☎０２９１－３５－２１２０FAX ０２９１－３５－３８５４

※詳細は、セーリング部　岡里（☎ 090-
3065-4889）までお問い合わせください。

　「スクエアダンス」は、アメリカ生まれの
フォークダンスの一種です。歩くだけですの
で、どの年代の方でも簡単に始められます。
参加費無料です。
▶期日　７月 14日（日）
▶時間　13：30～ 14：30
▶場所　�茨城県県南生涯学習センター・軽

運動室（JR土浦駅前・ウララビル５階）
▶持ち物　�普段着でどうぞ。室内用運動靴

等（上履き）をお持ちください。
▶主催　�茨城県スクエアダンス連絡協議会

（ＳＤ茨城県連）他
問・申�普及委員会　野口
　　　☎０９０－１９９８－７２８８

スクエアダンス体験会

母子家庭のお母さんとお子さんへ
親子すこやか宿泊研修事業  参加者募集

　社会福祉法人茨城県母子寡婦福祉連合会
では、県内の母子家庭のお母さんとお子さ
んが、広く地域を越えて交流と楽しい体験
ができる宿泊研修事業の参加者を募集して
います。
▶期日　９月 21日（土）14：00～

22日（日）13：00
　※�現地集合・現地解散。遅刻・早退はできません。
　※�宿泊研修終了後、アクアワールド茨城県大洗水

族館の見学を予定しています。ただし、参加者
20人以下の場合は中止となります。

▶場所　茨城県立児童センター��こどもの城
　　　　（大洗町磯浜町 8249-4）
▶定員　80人（定員を超えた場合は抽選）
　　　　全日程参加できる方
▶対象　年長児から中学２年生までのお子さん
▶参加費　１世帯 500円
▶申込締切　８月 16日（金）
問・申�茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　☎０２９－２２１－８４９７

ＮＰＯ法人ベル・サポート主催
出会いパーティー

◆日時　7月 27日（土）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：�20 歳代～ 30歳代の独身男女
　　　　Ｂコース：�40 歳代～ 50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

▶出願資格
　・プラント保守科（２年課程）
　　　　高等学校卒業者（卒業見込み含む）
　・生産ＣＡＤ科（１年課程）
　　　　17歳以上おおむね 45歳以下の方
▶出願期間　９月２日（月）～９月 20日（金）
▶試験日　９月 27日（金）
▶�７月 23日（火）オープンキャンパス開催。
　詳細は、お問い合わせください。
問�茨城県立鹿島産業技術専門学院
　�鹿嶋市林572-1　☎０２９９－６９－１１７１

資格取得で就職へのステップを
（令和２年 4 月入学生募集）

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座》
▶期日　�９月２日（月）、３日（火）、５日（木）、

９日（月）、10日（火）、12日（木）�
の６日間

▶時間　18：00～ 21：00
▶内容　�第二種電気工事士（筆記）受験対策・

練習問題解説
▶申込期間　７月８日（月）～７月 31日（水）
▶定員　10人（抽選）
▶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
　�鹿嶋市林572-1　☎０２９９－６９－１１７１
　� URL �http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/

kasansen/kunren/index.html

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　9：00～ 19：00
▶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

夏の旅行は
茨城空港から韓国・ソウルへ！

　夏の韓国では、ソウルサマーセールと呼ば
れる外国人観光客向けのショッピングイベン
トが開催され、ショッピングモールや大型デ
パートでの買い物をお得に楽しむことができ
ます。また ｢ピンス｣ と呼ばれる韓国かき氷
や冷麺など、夏に食べたいグルメも豊富です。
　この夏には、日本に比べてカラリとした空
気で過ごしやすい韓国で、ショッピングやグ
ルメを堪能してみませんか？
問��茨城空港利用促進等協議会（茨城県空港
対策課）☎０２９－３０１－２７６１


