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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。

今月号に掲載している事業について、状況によっては変更がある場合がございます。参加される際は、事前に問い合わせ先までお問い合わせください。

　７月 10 日（金）から、法務局（本局・支
局）における「自筆証書遺言書保管制度」が
始まります。
　本制度は、遺言者本人が法務局に遺言書の
保管を申請することにより、遺言書の紛失、
改ざんおよび隠匿等を防止することができ
ます。
　なお、従来どおり、自筆証書遺言書を自ら
保管することもできますし、公証役場におけ
る公正証書遺言を作成する事もできますので、
それぞれの特徴を踏まえてご判断ください。
　詳しい手続きは、水戸地方法務局ホーム
ペ ー ジ（http://houmukyoku.moj.go.jp/
mito/) をご覧ください。
問  水戸地方法務局鹿嶋支局総務係
　☎０２９９－８３－６０００
　（平日 8：30 ～ 17：15）

預けて安心！
法務局における自筆証書遺言書保管制度

《第二種電気工事士受験対策（筆記）講座》
◎内容　�第二種電気工事士（筆記）受験対策・

練習問題解説
◎定員　10 人（抽選）
《エクセルビジネス活用講座》
◎内容　�データ入力、四則演算、表作成、基

本的な関数、グラフ製作の基本等
◎対象　�初めてエクセルを使用する方、　　

自己流でエクセルを使用している方
◎定員　10 人（抽選）
�各講座共通�
▶期日　 ９月７日（月）、８日（火）、10（木）

14 日（月）、15 日（火）、17 日（木）
の６日間　18：00 ～ 21：00

▶受講料　3,040 円（テキスト代含む）
▶申込期間　７月６日（月）～７月 29 日（水）
▶申込方法　 鹿島産業技術専門学院ホーム

ページまたは郵送でお申し込
みください。

※詳細は、ホームページをご覧ください。
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

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

　名作は、いかにして名作になったのかー。
作品の素材や技法、構図などに着目し、作家
の構想を探りながら作品の魅力に触れる展
覧会。
▶期間　７月11日（土）～9月22日（火･祝）
　※８月 17 日（月）に一部展示替えを行います。
　※ 休館日： 月曜日。ただし８月 10 日（月 ･ 祝）、　

9月21日（月･祝）は開館、8月11 日（火）
は休館

▶時間　9：30 ～ 17：00（入場は 16：30 まで）
▶場所　茨城県近代美術館
▶料金
　一般　730 円
　満 70 歳以上　360 円　他
問 茨城県近代美術館
　☎０２９－２４３－５１１１

茨城県近代美術館　企画展
「名作のつくりかた」

▶横山大観「流燈」
　明治 42（1909）年　絹本彩色
※８月 16 日（日）まで展示

　花いっぱい運動で、すばらしい成果を上げ
ている地域・団体・職場・学校を顕彰します。
　花いっぱいの豊かな地域づくりを目指し
て、花壇づくりに取り組まれている団体・
職場・学校は、ぜひご参加ください。
▶応募先　生涯学習課（北浦庁舎）
▶応募締切　７月 21 日（火）
※ 応募用紙は、チャレンジいばらき県民運動

のホームページからダウンロードできます。
問・申 生涯学習課（北浦庁舎）
　　   ☎０２９１－３５－２１１１
　　  チャレンジいばらき県民運動
　　   ☎０２９－２２４－８１２０

第 48 回花と緑の環境美化コンクール
参加花壇募集

▶期日　 ８月３日（月）
▶時間　10：00 ～ 15：00
▶相談電話番号　☎０２９－２１２－４５００
　　　　　　　　☎０２９－２１２－４５１５
▶相談内容　 相続登記、遺産分割協議など相

続に関するご相談
▶主催　茨城司法書士会
問 茨城司法書士会
　☎０２９－２２５－０１１１

8.3「司法書士の日」記念
相続無料電話相談会

◆７月 29日（水）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）
問 健康増進課（保健センター内）
　 ☎０２９１－３４－６２００

献血のお知らせ

▶第１次試験日　９月 20 日（日）
▶申込受付期間
　【インターネット（電子申請）】
　７月１日（水）9：00 ～

８月 20 日（木）17：00
▶受験資格
　【男性警察官A・女性警察官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令和３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
　【男性警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】
　 　昭和 62 年４月２日から平成 15 年４月

１日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

※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 茨城県警察本部警務課
　　☎０１２０－３

サイヨーゴハッピー
１４０５８

　　（平日　8：30 ～ 17：15）
　 行方警察署警務課
　　☎０２９９－７２－０１１０
　　（平日　8：30 ～ 17：15）
　 もしくは最寄りの交番・駐在所まで

令和２年度茨城県警察官採用試験
（第 2 回）

　ＩＴに興味のある方、技術を身に付けた
いと考えている方は、ぜひご参加ください。
▶日時　 ７月 18 日（土）、８月１日（土）
　　　　８月 29 日（土）9：00 ～ 16：00
▶場所　 茨城県立産業技術短期大学校
　　　　（水戸市下大野町 6342）
▶内容　 学校見学や体験授業
▶対象者　 ＩＴに関心をお持ちの高校生お

よび保護者など
▶申込方法　 各開催日の前日までに電話に

て問い合わせるか、ホームペー
ジをご覧ください。

問・申 茨城県立産業技術短期大学校
　　　☎０２９－２６９－５５００
　　　 URL  http://www.ibaraki-it.ac.jp

目指せ！ＩＴのプロフェッショナル
県立ＩＴ短大オープンキャンパス 2020

小山記念病院からのお知らせ
緊急の採用選考について

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、内
定の取り消しを受けた学生や再就職をお考え
の方へ
▶募集職種　�看護職、医療技術職、医療事

務員、総務事務員、施設管理員、
送迎運転手など

▶募集人数　上限は設定しない
▶入社時期　順次
▶応募期限　８月末日（予定）
▶応募方法　 下記までお電話の上、履歴書

をお送りください。
▶対象　 2020 年３月卒業の大学生・短期大

学生・専門学校生・高校生、勤め
先の経営悪化による解雇または新
たに再就職をお考えの方など

※ 選考の結果、採用に至らない場合もあり
ますので、あらかじめご了承ください。
▶経験　不問
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問・申 小山記念病院　総務・人事部
　　〒 314-0030 鹿嶋市厨 5-1-2
　　  ☎０２９９－８５－１１３２

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 13 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７日（火）10：00 ～７月 16 日（木）

（受信有効）
・郵送
　７月７日（火）～７月 10 日（金）

（７月 10 日消印有効）
※ 郵送申込は、インターネット申込ができな

い場合のみ利用してください。
▶受験案内　 裁判所ウェブサイト (http://

www.courts.go.jp/saiyo/
index.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
　 ☎０２９－２２４－８４１７

　いつでもどこでも気軽に医師と相談でき
るアプリです。新型コロナウイルス感染症に
ついても、病院へ行く前に気軽に医師と相談
ができます。
　詳しくは、医療相談アプリ LEBER（茨城県
民向け登録ページ　https://www.leber11.
com/ibaraki-pref-free-registration） を ご
確認ください。

医療相談アプリ「LEBER（リーバー）」
による無料相談【茨城県】



▶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

　いばらき出会いサポートセンターは、独身の
方の出会いの場づくりのため、茨城県が労働団
体と共同で設立した団体です。
　登録制によるパートナー探しの支援や、ふれ
あいパーティーの開催、マリッジサポーターに
よる出会いの相談・仲介など、さまざまな形の
出会いの場を提供しています。
■登録方法
　登録入会手続きは予約制です。
　いずれかのセンターへ電話で来所予約を行っ
てから、ご本人が来所してください。
　相談は無料ですので、ご本人でもご家族の方
でも、お気軽にお問い合わせください。
■登録料　11,000 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
・水戸センター
　水戸市三の丸 1-5-38（茨城県三の丸庁舎３階）

　☎ 029-224-8888
・鹿行センター
　神栖市大野原 4-7-1（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

【行方市地域結婚支援者等「チームＯＳＫ」】
　独身者の縁結び役として、恋愛や結婚に関する相
談や助言、出会いの機会の仲介を行っています。
　チームＯＳＫの支援を希望する方、チームＯＳＫ
の活動に興味のある方は、お気軽にお問い合わせく
ださい。
　問 企画政策課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

☆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。

急な病気やケガで、すぐに受診したほうが
よいのか様子をみても大丈夫なのか不安な
ときや救急車を呼ぶか迷ったとき、ご相談
ください。夜間や休日など受診可能な医療
機関もご案内します。

ジュニアヨットジャンボリー開催

※ 参加申込による個人情報は、目的外には使用
しません。

セーリング体験
参加者募集！

　日本ジュニアヨットクラブ連盟主催のジュ
ニアヨットジャンボリーが開催されます。各地
のジュニアセーラーが集まり、レースや練習風
景を見学することができます。また、セーリン
グ体験の参加者を募集します。霞ヶ浦の風を帆
に受けて、爽快にセーリングしてみませんか？
　小学生でも一人でヨットに乗れるようにやさ
しく指導します。１日のみの参加も可能です。
▶期日　 ８月８日（土）・９日（日）・10 日（月・

山の日）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（スポーツ傷害保険・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 30 日（木）

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

▶期間　７月 18 日（土）～８月 30 日（日）
　　　　　（月曜日休館）
▶入場時間
　①午前の部　9：00 ～ 11：50
　②午後の部　13：00 ～ 16：50
　③夜間の部　17：00 ～ 18：50
　※ 開放期間、入場時間については変更する場合があ

りますので、ご来館の際はご確認をお願いします。
▶入場料金　市内小・中学生　100 円
　　　　　　市内高校生以上　200 円
▶注意

（１）浮き輪等の使用はできません。
（２）次の事項に該当する方は入場できません。
　　①発熱、咳、風邪症状等のある方
　　②目、耳、皮膚に病気のある方
　　③ 心臓病、貧血・てんかん等の病気のあ

る方
　　④ 小学２年生以下で保護者の付き添い

が無い方
　　⑤酒気を帯びている方

（３） 感染予防のため、利用制限等を設ける
場合がありますのでご協力をお願いし
ます。

問 行方市玉造Ｂ＆Ｇ海洋センター
　 行方市玉造甲 3185
　 ☎０２９９－５５－３２１１

行方市玉造 B&G 海洋センター
プール  一般開放

令和２年度自衛官等採用案内

受験
種目

自衛官候補生
（男子・女子） 一般曹候補生 航空学生（海上） 航空学生（航空）

応募
資格

18 歳以上 33 歳未満の者
（32 歳の者は、採用予定月１日から起算して３月に
達する日の翌月末日現在、33 歳に達していない者）

18 歳以上 23 歳未満の者（高卒
者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含））

18 歳以上 21 歳未満の者（高卒
者（見込含）または高専 3 年次
修了者（見込含））

受付
期間

年間を通じて
行っています ７月１日（水）～９月 10 日（木）（締切日必着）

試験
期日

受付時に
お知らせ

【１次試験】
　 ９月 18 日（金）から 20 日（日）

のうち指定する１日
【２次試験】
　 10 月９日（金）から 14 日（水）

のうち指定する１日

【１次試験】
　 ９月 22 日（火）

【２次試験】
　 10 月 17 日（土）

～ 22 日（木）　
【３次試験】
　11 月 20 日（金）

～ 12 月 16 日（水）　

【１次試験】
　 ９月 22 日（火）

【２次試験】
　 10 月 17 日（土）

～ 22 日（木）　
【３次試験】
　11 月 14 日（土）

～ 12 月 17 日（木）　

※試験場は、受付時または受験票交付時にお知らせします。詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所（航空自衛隊百里基地内）　☎０２９９－５２－１３６６

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（月）14：00 ～

22 日（火）13：00
　※ 現地集合・現地解散。遅刻・早退はできません。

▶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 14 日（金）
問・申 茨城県母子寡婦福祉連合会
　　　☎０２９－２２１－８４９７

　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です。
　皆さんの自慢の歌声を披露してみませんか♪
▶日時　７月 18 日（土）14：00 ～ 16：00
▶場所　 行方市情報交流センター
▶募集人数　①番組出演　６組
　　　　　　②観覧　15 人
※観覧者は、入場を制限いたします。
▶申込方法　 下記までご連絡ください。
▶申込締切　７月 13 日（月）
問・申  情報政策課（行方市情報交流センター内）
　　  ☎０２９９－７２－０８１１
※ 収録にあたりましては、新型コロナウイルス

感染拡大防止に細心の注意を払い、対応に最
善を尽くしてまいります。出演・観覧にお越
しくださる皆さまにおかれましても、手洗
い・うがいやマスクの着用など、感染防止策
へのご理解とご協力を頂けますよう、何卒よ
ろしくお願い申し上げます。

なめテレ　出演・観覧者募集！第 18 回収録
「奈良崎正明の昼カラ歌っちゃいまショー♪」

茨城県不妊専門相談センター
（個別カウンセリング）

　茨城県では、下記の県内２カ所（県央・県南）
において、個別カウンセリング（個別相談）を
実施します。
▶県央
　（茨城県三の丸庁舎　水戸市三の丸 1-5-38）
　第１日曜日 14：00 ～ 17：00
　第２木曜日 17：30 ～ 20：30
　第３木曜日 17：30 ～ 20：30
　第４日曜日 14：00 ～ 17：00
▶県南
　（ 県南生涯学習センター　土浦市大和町 9-1

ウララビル５階）
　第１木曜日 18：00 ～ 21：00
　第２日曜日　9：00 ～ 12：00
　第３木曜日 18：00 ～ 21：00
　第４日曜日　9：00 ～ 12：00
※詳しくは、下記までお問い合わせください。
問 茨城県保健福祉部子ども政策局
　少子化対策課　母子保健担当
　 ☎０２９－３０１－３２５７

　７月１日（水）から、北浦診療所では鉾
田病院医師および順天堂大学医師（小児外
科所属）が診療します。定期的にかかられ
ている方の診療も引き続き行います。

健康増進課から
地域医療に関するお知らせ

問 医療法人東湖会北浦診療所（山田 1146-7）
　 ☎０２９１－３５－２５００

曜日 診療時間
月   9：00 ～ 12：00 14：00 ～ 17：00
火 10：00 ～ 12：00
水 10：00 ～ 12：00
木 10：00 ～ 12：00 14：00 ～ 17：00
金 10：00 ～ 12：00 14：00 ～ 17：00
土   9：00 ～ 12：00

※往診日の午後診療は 15：00 ～ 17：00


