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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、新型コロナウイルス感染症などの影響により中止や変更
とな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。

行方市玉造 B&G 海洋センタープール
一般開放のお知らせ

シルバーリハビリ体操指導士
3 級養成講習会受講者募集

　シルバーリハビリ体操を地域で指導する
ボランティアを募集します。
　コロナに負けない健康な体を一緒に作り
ましょう！
▶応募資格　・おおむね 50 歳以上で常勤の
　　　　　　　職を持たない方
　　　　　　・受講後、地域で活動できる方
▶講習日　9 月 27 日（月）、10 月 4 日（月）
　　　　　10 月 12 日（火）、10 月 18 日（月）
　　　　　10 月 22 日（金）、99 月 99 日（９）
　　　　　※原則、全日程に参加ができる方
▶場所　地域包括支援センター
▶時間　9：30 ～ 15：45
▶料金　無料
　　　　※会場までの交通費・昼食等は自己
　　　　　負担
▶募集人数　10 人
問・申　地域包括支援センター
　　　 ☎ 0299-55-0114

令和 3 年度 鹿行広域事務組合
消防吏員採用試験のお知らせ

のみち子ども文庫へのご案内

▶期日　7 月 21 日（水）～ 8 月 31 日（火）

▶時間　午前の部　9：00 ～ 11：50
　　　　午後の部　13：00 ～ 16：50
　　　　夜間の部　17：00 ～ 18：50

▶料金　市内小中学生：200 円
　　　　市内高校生以上：300 円

▶注意事項　
　（1）浮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。
　　　ア　発熱、咳、風邪等の症状がある方
　　　イ　目、耳、皮膚に病気のある方
　　　ウ　心臓病、貧血、てんかん等の病気
　　　　　のある方
　　　エ　小学 2 年生以下で保護者の付き
　　　　　添いがない方
　　　オ　酒気を帯びている方
　（3）コロナ感染予防対策のため、入場人
　　　数制限（更衣室上限 5 人・25m プー
　　　ル上限 15 人・幼児用プール上限 5 人）
　　　および利用時間制限を実施します。ご
　　　理解、ご協力をお願いします。また、
　　　感染拡大状況により、利用制限または
　　　利用中止になる場合がありますので
　　　ご了承ください。
問　玉造 B&G 海洋センター
　　☎ 0299-55-3211

▶試験区分および採用予定人数
　（１）消防Ａ（大学卒業）　若干名
　（２）消防Ｂ（高校卒業）　若干名
▶第１次試験日　9 月 19 日（日）9：00 ～
▶試験方法　 教養試験・適性検査・作文試験・

体力検査
▶試験場所　鹿行広域事務組合消防本部
　　　　　　（鉾田市安房 1418-15）
　　　　　　※第２次試験は 10 月下旬予定
▶受験資格　
　ア　消防Ａ（大学卒業）
　　　 平成 6 年４月 2 日から平成 12 年 4

月 1 日までの間に生まれた方で、学
校教育法による大学（短期大学を除
く）を卒業した方または令和 4 年 3
月 31 日までに卒業見込みの方

　イ　消防Ｂ（高校卒業）
　　　 平成 10 年４月２日から平成 16 年４

月１日までの間に生まれた方で、学校
教育法による高等学校を卒業した方
または令和 4 年 3 月 31 日までに卒
業見込みの方

▶受付期間　7 月 5 日（月）～ 8 月 15 日（日）
▶申し込み方法　 受験申込書および履歴書

（所定のもの）に必要事項
を自筆で正確に記入し、鹿
行広域事務組合消防本部
または管内の各消防署へ
受付期間中に持参してく
ださい。

▶試験結果の発表
　第 1 次試験　10 月 15 日（金）　9：00
　第 2 次試験　11 月下旬（予定）

※ 受験申込書は、鹿行広域事務組合消防本部
または管内の各消防署、各出張所にありま
す。

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、
試験の日程や内容に変更が生じる可能性
があります。その際には、鹿行広域事務組
合のホームページ等でお知らせします。

問・申　鹿行広域事務組合消防本部
　 　　☎０２９１－３４－２１１９

　2006 年 6 月オープン
　赤ちゃんから大人まで利用できます。
　外出自粛のこの時をどのように過ごそう
かな？ちょっと読書しようかな？絵本を読
んでみようかな？と思ったら文庫へお越し
ください！皆さんで楽しい文庫を作りま
しょう！随時、読み聞かせも行っています。
▶期日　日・火・水・木・土曜日
▶時間　13：30 ～ 16：30
　　　　※あらかじめご連絡いただければ、
　　　　　ご希望の時にオープンします。
▶料金　入場無料・貸し出し無料
　　　　※各自で自分だけのカードを手作
　　　　　りしていただきます。
　　　　※ 5 歳以下の方は、保護者同伴で
　　　　　お願いします。
▶シニアの日　
　奇数月の第三木曜日 11：00 ～　女性の
　集いがあります。ぜひお越しください。

裁判所職員一般職試験のお知らせ

　裁判所職員（裁判所事務官、高卒者区分）
の試験を実施します。
▶受付期間　
　インターネット：7 月 6 日（火）10：00
　　　　　　　　　～ 7 月 15 日（木）
　郵送：7 月 6 日（火）～ 7 月 9 日（金）
　　　　　　　　　　　（7 月 9 日消印有効）
※郵送申し込みは、インターネット申し込み
　ができない場合のみ利用してください。
▶第 1次試験日　9 月 12 日（日）
▶第 1次試験種目　・基礎能力試験
　　　　　　　　　　（多肢選択式）
　　　　　　　　　 ・作文試験
▶第 2次試験日　10 月中旬から下旬
▶第 2次試験種目　人物試験（個別面接）
※詳しくは、下記のお問い合わせ先にご連絡
　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

【オープンキャンパスのご案内】
　プラント保守科と生産 CAD 科の授業が体
験できるオープンキャンパスを実施します。
▶期日　7 月 20 日（火）、8 月 25 日（水）
▶時間　13：00 ～ 15：30
▶対象　高校生や求職中の方など
▶申し込み方法
　インターネット、電話または FAX で期日
　の 7 日前までにお申し込みください。
▶その他　暑さ対策として、飲み物・タオル
　　　　　をご用意ください。

【スキルアップセミナーの実施】
　データ入力、四則演算、表作成、基本的な
関数、グラフ作成の基本等を学べる、エクセ
ルビジネス活用講座を実施します。
▶期日　9 月 13 日（月）、14 日（火）、
　　　　16 日（木）、21 日（火）、27 日（月）、
　　　　28 日（火）
▶時間　18：00 ～ 21：00
　　　　（6 日間　計 18 時間）
▶対象　初めてエクセルを使用する方、基礎
　　　　を学び直したい方
▶定員　10 人（抽選）
▶申込期間
　7 月 12 日（月）～ 8 月 4 日（水）必着
▶受講料　3,040 円（テキスト代含む）
▶申し込み方法
　（1）インターネットの場合
　　　ホームページの「電子申請」から必要
　　　事項を入力してください。入力の際に
　　　は、申請者のメールアドレスが必要で
　　　す。
　（2）郵送の場合
　　　学院ホームページから「受講申請書」
　　　をダウンロードし、必要事項を記入の
　　　上、84 円切手を同封し、当学院に送
　　　付してください。
問・申　 茨城県立鹿島産業技術専門学院
　　　 ☎   0299-69-1171
　　　 FAX 0299-69-6455
　　　 URL https://www.pref.ibaraki.
　　　　　  jp/shokorodo/kasansen/　
　　　　　  kunren/index.html

不動産取得税の減額について

　住宅用土地を取得後 3 年以内または取得
前 1 年以内に住宅を新築した場合、その土
地に係る不動産取得税が減額・還付される場
合があります。
　また、住宅用土地を取得した前後 1 年の
期間内に、その土地の上にある中古住宅を取
得して居住する場合、その土地と住宅に係る
不動産取得税が減額・還付される場合があり
ます。
　なお、災害により減失または損壊した不動
産に代わる不動産を取得した場合につきま
しても、一定の要件のもとで、不動産取得税
が軽減・還付される場合があります。
　詳しくは、下記のお問い合わせ先にご連絡
ください。
問　茨城県行方県税事務所　課税第二課
　　☎ 0299-72-0773

▲文庫の看板

▲蔵書の紹介（一例）

茨城県立鹿島産業技術専門学院からの
お知らせ

問　代表　小田原タカヨ
　　行方市三和 634-5
　　☎ 0291-35-3445
　　nomichi.odahara@gmail.com



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ＯＳ
Ｋ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　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 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。

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、県が労働団体と
共同で設立した団体です。
　会員制によるパートナー探し
の支援をおこなっています。
　４月から、マッチングシステ
ムを一層便利に、使いやすくリ
ニューアルしました。
　新システムでは、自分のスマートフォン等か
らお相手検索やお見合い申し込みができ、相性
の良いお相手をＡＩ（人工知能）が紹介します。
【登録方法】
　登録入会手続きは、ホームページ上の「入会
申し込み」から事前登録を行い、登録完了後に

「来所予約」を取ってから、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（２年間）　
■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）
　TEL　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）　
　TEL　0299-92-8888 
　詳しくは、センターホームページをご覧ください

　♥�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・申　事業推進課（情報交流センター）
　　　☎ 0299-72-0811

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のご案内
　本校は「開かれた短期大学校」として、IT
のプロフェッショナルを育成しています。IT に
興味のある方、技術を身につけたいと考えて
いる方は、この機会に、ぜひご参加ください。
▶期間　7 月17 日（土）、8 月 21日（土）、
　　　　8 月 28 日（土）、
　　　  令和 4 年 2 月 26 日（土）
　　　  ※開催日の前日までに、お申し込み
　　　　  ください。
▶時間　9：00 ～16：00
▶場所　茨城県立産業技術短期大学校
▶内容　学校見学や体験授業を行います。
▶対象者　IT に関心をお持ちの高校生および
　　　　  保護者など
問・申   茨城県立産業技術短期大学校
　　　  水戸市下大野町 6342
　　　  ☎ 029-269-5500
　　　  HP　http://www.ibaraki-it.ac.jp

　見えにくい・見えない方のさまざまなご相
談を承っています。お一人だけ、ご家族だけ
で悩んでいませんか？
　障害者の立場から、視覚障害当事者が相談
を承ります。
▶期間　7 月 21 日（水）、8 月 18 日（水）、
　　　　9 月 15 日（水）
　　　　※毎月、第三水曜日に開設
▶時間　13：30 ～
　　　　※当日受け付けとなります
▶場所　茨城県立視覚障害福祉センター
　　　　2 階
▶その他　予定は変更となる場合がありま
　　　　　すので、事前に電話等でご確認く
　　　　　ださい。
問　茨城県立視覚障害福祉センター
　　水戸市袴塚 1-4-64
　　☎ 029-221-0098

茨城県近代美術館　企画展
「いわさきちひろ」展

　生涯にわたって、子どもを描き続けた画
家、いわさきちひろ。絵本やカレンダーなど
で、親しまれてきたちひろの作品世界を、約
120 点の原画と、豊富な資料によりご紹介
します。
▶期間　7 月 24 日（土）～ 8 月 29 日（日）
　　　　休館日：月曜日
　　　　ただし、8 月 9 日（月・祝）は開館、
　　　　翌 10 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 1,100 円（1,000 円）、満 70
　　　　歳以上 550 円（500 円）、高校・
　　　　大学生 870 円（730 円）、小中学
　　　　生 490 円（370 円）
　　　　※（　）内は 20 人以上の団体料金
　　　　※障害者手帳・指定難病特定医療費
　　　　　受給者証等をご持参の方は無料
▶その他　web 予約をおすすめします。
　　　　　オンラインで「日時指定 web 整
　　　　　理券」（無料）を取得された方が
　　　　　優先入場となります。
問　茨城県近代美術館
　　☎ 029-243-5111

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 歳未満の方
（32 歳の方は、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歳に達していない方）

18 歳 以 上 23 歳 未 満
の方（高卒者（見込み
も含む）または高専 3
年次修了者（見込みも
含む））

18 歳 以 上 21 歳 未 満
の方（高卒者（見込み
も含む）または高専 3
年次修了者（見込みも
含む））

受付期間
年 間 を 通 じ て
行 っ て お り ま
す。

7 月 1 日（木）
～ 9 月 6 日（月）

（締切日必着）

7 月 1 日（木）
～ 9 月 9 日（木）（締切日必着）

試験期日

受付時にお知ら
せします。

・1次試験
　9 月 16 日（木）
　から 19 日（日）
　のうち指定する
　1 日
・2次試験
　10 月 9 日（土）
　から 24 日（日）
　のうち指定する
　1 日

・1次試験
　9 月 20 日（月・祝）
・2次試験
　10 月 16 日（土）
　から 21 日（木）
・3次試験
　11 月 19 日（金）
　から12月15日（水）

・1次試験
　9 月 20 日（月・祝）
・2次試験
　10 月 16 日（土）
　から 21 日（木）
・3次試験
　11 月 13 日（土）
　から 12 月 16 日
　（木）

試験場 受付時または受験票交付時にお知らせします。

試験種目

筆記試験、口述
試験、適性検査
および身体検査

・1次試験
　筆記試験および
　適性検査
・２次試験
　口述試験および
　身体検査

・1次試験
　筆記試験および
　適性検査
・2次試験
　航空身体検査、
　口述試験および
　適性検査
・3次試験
　航空身体検査
　（一部）

・1次試験
　筆記試験および
　適性検査
・2次試験
　航空身体検査、
　口述試験および
　適性検査
・3次試験
　操縦適性検査
　および
　医学適性検査

問・申　自衛隊茨城地方協力本部　百里分駐所　
　　　  ☎ 0299-52-1366

　若年者や離職されて求職中の方、就職氷河
期世代の方を対象に、合同就職面接会を開催
します。複数の企業の人事担当者と直接交流
できるチャンスです。この機会に、ぜひご参
加ください。
▶期日　7 月 21 日（水）
▶時間　13：30 ～ 15：30
　　　　※受け付けは 13：00 ～
▶場所　水戸合同庁舎 2 階大会議室
　　　　※来場は、公共交通機関をご利用く
　　　　　ださい。
　　　　　（JR 水戸駅南口から徒歩約 10 分）
▶料金　無料
▶対象者　若年者、離職中の求職者、
　　　　　就職氷河期世代の方
▶参加事業所　約 20 社
問　県労働政策課いばらき就職支援センター
　　☎ 029-233-1576

元気いばらき就職面接会（水戸会場）の
お知らせ

カーテンにかくれる少女（『あめのひのおるすばん』
至光社より）1986 年　ちひろ美術館所蔵

令和 3 年度自衛官等採用案内ふれあいサロン（視覚障害当事者相談）の
お知らせ

筑波銀行無料年金相談会（個別）の
お知らせ

　予約優先で実施します。詳しくは、下記の
お問い合わせ先にご連絡ください。
▶期日　8 月 6 日（金）
▶時間　10：00 ～ 12：00、
　　　　13：00 ～ 15：00
▶場所　筑波銀行麻生支店
問　筑波銀行麻生支店
　  ☎ 0299-72-0781

　化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主
任者技能講習を実施します。
▶期日　8 月 18 日（水）、19 日（木）、
　　　　20 日（金）
▶会場　水戸市（茨城県 JA 会館前）
▶申込期間　7 月 12 日（月）～ 16 日（金）

※化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主
　任者の資格が得られます。
問　（一社）日本ボイラ協会　茨城支部
　　☎ 029-225-6185

ボイラー関係講習のご案内

　スマホ・パソコン操作、書類作成などご相
談ください。
▶電話受け付け　平日　9:00 ～ 19:00
▶相談時間　1 時間（日時は電話で要相談）
▶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
　　　　〒 311-1724　行方市小貫 30-2
　　　　☎ 0291-35-4321

スマホ・パソコン操作困りごと相談


