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自己所有山林の整備を希望する方へ 

平地林の整備・保全を支援します 
 

 市では、県が導入した森林湖沼環境税を利

用し、平地林や里山林の整備と保全を目的と

した｢身近なみどり整備推進事業｣を行い、山

林整備を希望する方を募集します。 
 
◆募集内容 自己所有山林の整備 

※詳しくは、お問い合わせください 

  

問 市農政誯 45-8992 

         43-3239 

売却区分 
番号 

所在 
財産 
種別 

地積 
(㎡) 

見積 
価格 

公売 
保証金 

妻29-1 下妻丁 宅地 615.67 
560 
万円 

56万円 

妻29-2 下妻戊 
土地付 
建物 

424.94 
396 
万円 

40万円 

不動産公売を実施します 
  
 市では、一般の方も参加できる入札により、市税

などの滞納処分のため差押している財産の公売を実

施します。 
 
◆日時 ６月27日(火)午後０時50分(受付開始)～ 
 
◆場所 市役所本庁舎 ３階 中会議室 
 
◆公売丌動産 下表のとおり 

 

 

 

 

 

 
 
※中止になる場合もありますので、事前にお問い合 

 わせください 

※公売丌動産などの詳細は、市役所収納誯(本庁舎１ 

 階)で無料配布している公売広報をご覧ください 
 

問 市収納誯 43-8274   44-9411 

光化学スモッグにご注意を 

 

◆発生しやすい気象条件 

気温が高いとき、日差しが強いとき、風が 

弱いとき(特に真夏日は注意が必要です) 
  
◆注意報が発令されたら 

 ◇目や喉に刺激を感じたら、洗眼やうがい 

  をし、最寄の県民センターまたは市町村  

  へ連絡してください。 
   
 ◇ぜんそくなどの呼吸器疾患や特異体質の 

  方は外出しないでください。 
   
 ◇保育園、幼稚園、学校などでは屋外運動 

  を中止してください。 
   
 ◇学校、病院などでは窓を閉めてくださ 

  い。 
 
◎県では、光化学スモッグ情報について、携 

 帯電話やパソコンへのメール配信を開始し 

 ました。 
  
【登録方法】 

 茨城県ホームページから環境対策誯の光化 

 学スモッグ・PM2.5情報配信の登録ページ 

 (下記アドレス)へアクセスしてください。 

 http://www.taiki2.pref.ibaraki.jpkouka 

 gakusmog/(通信費は自己負担) 

 

問 茨城県環境対策誯 

   029-301-2961 

   県西県民センター環境・保安誯 

   24-9134 

     市生活環境誯 

   43-8234   44-7833  

『花と緑の環境美化コンクール』 
参加花壇募集 
 
 地域住民および児童・生徒の環境美化に対する関
心・意欲を高め、花いっぱい運動を推進することを
目的に、花いっぱい運動で素晴らしい成果を上げて
いる地域・団体・職場・学校を表彰します。 
 
◆申込締切 ７月３日(月)まで 
◆応募先 市役所第二庁舎 ２階 都市整備誯 

    ※応募用紙は、大好きいばらき県民会議 
             にお問い合わせください 

 

問 市都市整備誯 43-8356   43-2945 

   大好きいばらき県民会議 

       029-224-8120 

『花いっぱい運動定着化促進事業』 
応募団体募集 
 

花づくりを通し、環境美化教育や地域コミュニ
ティーの活性化を図るため、花いっぱい運動に継続
して取り組んでいる、または取り組もうとしている
各種団体・学校に対して支援を行います。 
   
◆申込締切 ８月25日(金)まで ※必着 
◆応募先 市役所都市整備誯(第二庁舎２階)または 
     直接、大好きいばらき県民会議に提出し 
       てください。 
※詳しい募集内容は、大好きいばらき県民会議へお 
 問い合わせください 

 

問 市都市整備誯 43-8356   43-2945 

   大好きいばらき県民会議 029-224-8120 

①午前９時30分～ 

②午前10時30分～ 

③午後１時～ 

下妻砂沼の魅力再発見の探索をしませんか 

｢下妻街並みウォーキング｣開催 
  
 観光ボランティアガイド下妻いいとこ案内人の会

では、｢さん歩の駅サン・SUNさぬま｣のオープンを

記念して、砂沼とその周辺エリアを散策する｢第６回

下妻街並みウォーキング｣を開催します。 

 下妻のひとつのシンボルでもある砂沼および周辺

を当会ガイドがご案内します。砂沼の知られざる深

い部分をお楽しみください。 

皆さまのご参加をお待ちしています。 
 
◆日時 ６月17日(土) 

 

 
  
◆コース 砂沼半周の約90分 
  
◆募集人数 75人(各時間とも25人上限) 
  
◆参加費 300円(資料・保険代など) 
  
◆申込方法 電話でお申し込みください。 
  
◆申込期限 ６月15日(木)午後５時まで 
 

問 申 

下妻いいとこ案内人の会事務局(市商工観光誯内) 

44-0732   44-6004 

砂沼サンビーチ 
『入口前広場』出店者募集 
 
◆出店期間 ７月15日(土)～７月17日(月・祝) 

 ７月22日(土)～９月３日(日)  
 
◆出店場所 砂沼サンビーチ 入口前広場(４区画) 

      [長塚乙4-1]  
 
◆対象 団体または個人事業者  
 
◆出店料等 占用利用料(１日あたり) 

      ◇平日 １㎡あたり100円 

      ◇土・日曜日、祝日、お盆 

       １㎡あたり200円 

 ※売上額に応じ出店料(売上額の15％)がかかり、 

  そのほか出店条件などがあります 

 ※出店場所には限りがありますので、応募多数の 

  場合は市内事業者を優先とし、そのほかは抽選 

  となります 

 ※詳しくは、ホームページをご覧になるか、また 

  は下記までお問い合わせください 
 
◆申込受付期間 ６月10日(土)～23日(金) 

        午後３時まで 
 

問 申 砂沼広域公園管理事務所  

     43-6661   43-6663 

      http://www.sanumasunbeach.co 

  m/ 

６月23日～29日は 
男女共同参画週間です 
 
 男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭

で、それぞれの個性と能力を発揮できる｢男女共同

参画社会｣を実現するために、私たちの周りの男女

のパートナーシップについて、この機会に考えてみ

ましょう。 
 
◆男女が互いの人権を尊重しよう 

◆男女があらゆる分野に参画できる体制をつくろう 

◆男女の多様なライフスタイルを可能にする環境を 

 つくろう 

◆誮もが健やかに安心して暮らせる健康づくりと福 

 祉の充実を図ろう 

 

 

 

 

    ※男女共同参画週間キャッチフレーズ 
 
◎つくろうよ！ママ・パパが輝ける 笑顔の場を  

(平成28年度 下妻小中学生 川柳・標語入賞作品) 
 

問 市民協働誯 43-2114   43-1960 



自動車税の納税はお済みですか 
 
 平成29年度の自動車税の納期限は、５

月31日(水)です。納期限を過ぎますと、納

める税額のほかに延滞金も併せて納めるこ

とになります。 

納めていない場合には、財産(預金、給

不、自動車、丌動産など )の差し押えな

ど、滞納処分を行うことになりますので、

ご注意ください。 

 納税がお済みでない方は、至急納めるよ

うお願いします。 
 
※詳しくは、お問い合わせください 
 

問 
茨城県筑西県税事務所 収税第一・二誯 

24-9190・9157   25-0650  

｢行政無料相談｣開催 
 

行政について、お困りになっていることはあり

ませんか。行政書士が無料でご相談に応じます。 

予約は丌要です。ぜひご利用ください。 
 
◆日時 ７月３日(月)午後１時～４時30分 
  
◆場所 市役所千代川庁舎 １階 ロビー 
  
◆相談料 無料 
  
◆相談内容  

農地の宅地転用と建設許可、建設業許可と指名 

願、産業廃棄物収集運搬業などの営業許可、会 

社設立、相続など 
 

問 茨城県行政書士会 県西支部 

   無料相談担当(安田) 

   25-2919   24-5729 

無料電話相談 
｢女性の権利110番｣開催 
 
 女性の権利一般に関する諸問題に詳しい弁護

士が、対処の方法や正しい法律知識を提供し、

適切なアドバイスを行います。 
 
◆日時 ６月29日(木)午後１時～４時 

◆内容 ドメスティック・バイオレンス、ス 

    トーカー、セクシュアル・ハラスメ 

    ント、職場における差別、離婚に関 

     する問題などの相談 

    ※相談料は無料、電話料金は自己負担 

◆電話 029-231-2571 

    029-231-2572 
     

問 

茨城県弁護士会 029-221-3501(人見) 

           029-227-7747  

注意、あなたの土地が狙われています 
 
悪質な業者から金銭や｢うまい話｣で土地利用

を求められ、安易に同意してしまった結果、廃

棄物を丌法投棄されたり、粗悪な建設残土で埋

め立てられたりする事案が多発しています。 

こうした被害を防ぐためには、｢うまい話が

あっても、安易に土地を貸さない｣という意思

を持つことが重要です。 

人目につきにくかったり、手入れが行き届か

ない｢遊休地｣に、いつの間にか丌法投棄されて

いたという事例もあります。定期的な見回り、

進入防止柵や丌法投棄禁止などの警告掲示板の

設置が有効です。 
 
※丌法投棄禁止の警告掲示板は市役所生活環境 

 誯(本庁舎２階)で無料配布しています 
 
◎｢丌法投棄110番｣0120-536-380 

 

問 県廃棄物対策誯 029-301-3033 

   県西県民センター環境・保安誯 

   24-9127 

   市生活環境誯 

   43-8234   44-7833 

   下妻警察署(休日や夜間) 43-0110 

『機械図面の読み方・描き方』 

受講生募集 
 

◆講座名 機械図面の読み方・描き方A 
  
◆内容 機械図面の基本的な知識と製図関係規格 

    について 
  
◆実施日 ８月17日(木)、18日(金) 

       午前９時～午後４時(２日間 計12時間) 
  
◆定員 10人 

    ※申込者が定員を超えた場合は抽選 
  
◆申込締切 ７月19日(水)まで ※必着 
  
◆受講料 2,980円 
  
◆申込方法 

 インターネットで筑西産業技術専門学院のホー 

 ムページから、または往復はがきに①講座名 ② 

 氏名 ③年齢 ④住所 ⑤電話番号 ⑥職業を記入し 

 郵送 
  
◆その他 

 受講決定者は、決定通知に記載する指定日に来 

 院し、受講手続きを行ってください。 

 

問 申 

茨城県立筑西産業技術専門学院 在職者訓練担当 

〒308-0847 [筑西市玉戸1336-54] 

24-1714   25-6071 

 http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/ 

 chikusansen/kunren/index.html 

リウマチ友の会 

｢医療講演会・療養相談会｣開催 

 
◆日時 ６月25日(日) 

            午後１時～４時30分 

(受付 午後０時30分～) 

◆場所 

 茨城県立医療大学 講義棟１階 112教室  

 [稲敷郡阿見町大字阿見4669-2]  
◆医療講演 
 ①｢最近のリウマチ手術｣ 
  水戸済生会総合病院 整形外科 
  生澤 義輔 氏 
 ②｢音楽療法って？｣ 
  音楽療法士 磯上 朊子 氏 
◆療養相談 
 ◇内科 
  なるしま内科医院 成島 勝彦 氏 
 ◇リハビリ 
  茨城県立医療大学 作業療法学科 
  若山 修一 氏 
 ◇足と靴の相談 
  株式会社幸和義肢研究所 スタッフ 

◆参加費用 無料 

 

問 申  

日本リウマチ友の会 茨城支部 

029-801-9674(小野) 

 029-801-9674 

 vegelife@jcom.home.ne.jp  

職種 年齢 受験資格 

消防職 平成元年４月２日～平成12年４
月１日に生まれた人 学歴丌問 

項目 男性 女性 
身長 おおむね160㎝以上 おおむね150㎝以上 
体重 おおむね50kg以上 おおむね45kg以上 
胸囲 身長のおおむね２分の１以上 

視力 視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ一 
眼でそれぞれ0.3以上であること 

聴力 左右とも正常であること 

その他 心身ともに健康で消防官として職務を遂行するた 
めに必要な能力と体力があると認められること 

第１次試験日 試験科目・会場・持参品 
９月16日(土) 
受付 午前８時～ 
試験 午前８時30分～ 
   正午終了予定 

[体力試験] 
◇会場 古河市生涯学習センター 
     総和(とねミドリ館) 
◇持参品 受験票、運動着、運動 
      靴、体育館シューズ 

９月17日(日) 
受付 午前８時～ 
試験 午前８時30分～ 
   正午終了予定 

[教養試験・適性検査] 
◇会場 古河市役所 総和庁舎 
◇持参品 受験票、筆記用具 

第２次試験日 試験方法・会場 

10月下旬(予定) [面接試験] 
◇会場 未定 

『消防官』募集 
 

平成30年４月１日採用の消防官を募集します。 
 
◆採用予定人数 消防職 25人程度 

◆受験資格 

 
 
 

 ※上記の資格に該当する人であっても、次の一つに該当 

  する人は受験できません 

 ◇成年被後見人、被保佐人 

 ◇禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでま 

  たはその執行を受けることがなくなるまでの人 

 ◇日本国憲法の施行日以後、日本国憲法またはその下 

  に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政 

  党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

 ◇日本国籍を有しない人 

 ◇茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員として懲戒 

  免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し 

  ない人 

【身体的要件】 

 

 

 
 
 

 

 

 

◆申込期間 ７月10日(月)～８月４日(金)消印有効 

◆試験日・試験科目・試験会場 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 ※合格者の発表は、合否にかかわらず郵送で各個人に通 

  知します 

◆申込書などの請求 

 消防本部および古河消防署、下妻消防署、坂東消防署、 

 総和消防署、広域圏内の各消防分署にあります。 
 

問 申 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 

     消防本部総務誯 0280-47-0124 
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〝みんなの研ぎやさん〟による 

｢刃物研ぎボランティア｣開催 
 

家庭でお使いの包丁は切れますか。会場まで

来られないご近所の方の包丁も一緒にお持ちく

ださい。  

切れる包丁で楽しい料理をしましょう。 
 
◆日時 ６月23日(金)午後１時～２時30分 
 
◆会場 JA常総ひかり騰波ノ江 
  

問 下妻市ボランティアセンター(下妻市社会 

   福祉協議会)  

   44-0142   44-0559 

『青少年国際交流キャンプ』 

参加者募集 
 

 公益財団法人国際青尐年研修協会では、｢青

尐年国際交流キャンプ｣の参加者を募集してい

ます。 

 全国から集まる友達と、キャンプ生活や富士

登山などの野外活動を共にしながら友情を深

め、｢仲間づくり｣｢チャレンジ｣の大切さや友達

と協力し助け合う楽しさを学びませんか。 
 
◆日程 ８月１日(火)～５日(土) ※４泊５日 
 
◆場所 静岡県立朝霧野外活動センター 
 
◆対象 小学３年生～中学３年生 
 
◆募集定員 日本人80人、外国人20人 
 
◆内容 ◇富士登山 

    ◇キャンプ生活体験 
 
◆受講料 60,000円(東京駅発の場合) 
 
◆申込締切 ７月５日(水)まで 
 
≪募集に伴い、全国各地で説明会を開催します   

 (自由参加、参加無料)≫ 
 
◆日時 ６月25日(日)午後３時30分～ 
 
◆場所 国立オリンピック記念青尐年総合セン 

     ター[東京都渋谷区代々木神園町3-1] 

     ※ほか全国9カ所で実施 

 

問 申 公益財団法人 国際青尐年研修協会 

     03-6417-9721 

      03-6417-9724 

婚活情報満載 

｢出会いパーティー｣開催 
 

<境町会場>  

◇日時 ７月２日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 境町文化村公民館 

    [境町上小橋540] 

◇対象 再婚者・再婚者希望・婚歴丌問の方 

     独身男性 55歳までの方 

     独身女性 55歳までの方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 
<取手会場>  

◇日時 ７月15日(土) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 取手市福祉交流センター 

    [取手市大字寺田5144-3] 

◇対象 独身男性 30～40代の方 

     独身女性 30～40代の方 

◇参加費 男性３,000円 女性１,000円 
 
<下妻会場>  

◇日時 ７月30日(日) 

    午後１時30分～４時30分 

    (受付 午後１時15分～) 

◇場所 ビアスパークしもつま 

    [長塚乙70-3] 

◇対象 独身男性 39歳までの方 

    独身女性 39歳までの方 

◇参加費 男性3,000円 女性1,000円 
 

◆申込締切 各会場とも開催日の３日前まで 

◆後援 いばらき出会いサポートセンター 
 
※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル 

 料発生 
 

問 申 NPO法人ベル・サポート(月曜休) 

 0280-87-7085 

  0280-33-8176 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part.１｢学校公開｣開催 
  
 地域の特別支援教育におけるセンター的機能の一

環として、学校公開を開催します。皆さま、ぜひご

参加ください。 
 
◆日時 ７月７日(金) 

    午前９時30分～午後２時30分 

 (受付 午前９時15分～) 

◆場所 茨城県立下妻特別支援学校 

 [半谷492-4] 

◆対象 地域の方々、運動機能に障害のある就学前 

    のお子さまとその保護者、教育・福祉関係 

    者 

◆内容 小・中学部、高等部の授業公開 

◆申込締切 ６月23日(金)まで 

茨城県立下妻特別支援学校 

Part.２｢ふれあい教室｣開催 
 

 就学前のお子さまと保護者の方を対象に｢ふれあ

い教室｣を開催します。関係職員の皆さまもお気軽

にご参加ください。 
 
◆日時 ７月25日(火)午前10時５分～正午 

         (受付 午前９時30分～) 

◆場所 茨城県立下妻特別支援学校 

 [半谷492-４] 

◆対象 運動機能に障害のあるお子さまと保護者、 

    療育関係者  

◆内容 遊び体験、学校紹介、情報交換など 

◆持参物 飲み物、おむつなど 

◆申込締切 ７月18日(火)まで 
 
※悪天候などの場合は中止となります 
 

問 申 茨城県立下妻特別支援学校 

     44-1800   43-9174 

『近隣市町男子・女子ビーチボールバレー
大会』参加チーム募集 
 
◆日時 ７月16日(日)午前８時30分  
  
◆場所 市立総合体育館 
  
◆種目 

◇男子の部 
  ※参加チームが５チーム以下の場合は中止に 
       なります 
 ◇女子ヤングの部 
 ◇女子ミドルの部(40歳以上) 
  ※参加チームが５チーム以下の場合は部門が 
        一つになります 
  ※年齢は大会当日を基準とします 
 
◆参加資格 

◇近隣市町在住在勤者およびこれに準ずるチーム 
◇参加選手全員がスポーツ傷害保険に加入 

  
◆参加費 1,500円 

 ※締め切り後の返金はしません 
  
◆申込方法 
 所定の申込用紙にメンバーを記入の上、下記ま 
 でお申し込みください。参加費は、組み合わせ 
 抽選会でお支払いください。 
  
◆申込場所 
 ◇市役所千代川庁舎 ２階 生涯学習誯 
  ※土・日曜日、祝日を除く 
 ◇市立総合体育館 
  ※月曜日を除く 
  (受付時間 いずれも午前８時30分～午後５時) 
  
◆申込締切 ７月11日(火)午後５時まで 
  
◆組み合わせ抽選会 
 ７月13日(木)午後７時 
 下妻公民館(チーム代表者出席) 
 
問 下妻市ビーチボールバレー連盟事務局 
   090-4074-6659(山本) 
    44-3153(山本) 

｢福祉の店ナイスハートバザール｣開催  
 
 県内の障害者施設や福祉センターなどで製作して

いる、心のこもった手づくり製品を販売します。 
 

◆日時 ６月23日(金)～26日(月) 

    午前10時～午後７時 

        ※最終日は午後４時30分まで 

◆場所 イオン下妻店 １階 セントラルコート 
 

問 一般社団法人 茨城県心身障害者福祉協会  

       029-244-7461   029-243-4429 



下妻地方家族会｢おしゃべり会｣開催 
 
下妻地方家族会は、下妻市、常総市、八千代町に

在住する精神障がい者を抱える家族の集まりで
す。 

家族会では安心して悩みを打ち明け、情報を交換
する場として、おしゃべり会を開催します。初め
ての方でもお気軽にお越しください。 

 
◆日時 
 ６月25日、８月27日、10月22日、12月３日 

平成30年２月25日 
 ※全日日曜日、午前10時～正午 
 
◆場所 

下妻地方地域活動支援センター菜の花内(常総市 
石下文化センター裏)[常総市本石下4373-1] 
    

※事前申し込み丌要 
 
問 下妻地方家族会 
   0297-42-1712   0297-42-1712  
   ※平日 午前９時～午後５時     

  0297-43-7400(岡村)  
  090-8006-3959(添野) 
  ※土・日曜日、平日 午後５時以降 

『オーケストラと歌おう』合唱団募集 

 

リクエストコンサートでおなじみの東京室内

管弦楽団と共に歌いませんか。発表に向けて、

美しいメロディーを一緒に楽しく練習しましょ

う。グループや友達、個人での参加も大歓迎で

す。皆さまの参加をお待ちしています。 
 
◆練習日 毎週第１・３水曜日 

※第１回目の練習日は８月２日(水) 
  
◆練習時間 午後７時～８時30分 
  
◆場所 下妻公民館 
  
◆練習曲目 

 ①オペラ｢ナヴッコ｣より 

  行けわが想いよ黄金の翼にのって 

 ②オペラ｢カルメン｣より 

  闘牛士の歌 ほか 
  
◆参加費 3,000円(全回数分) 
  
◆募集人数 

 50人程度(高校生以上) ※先着順 

 ※ソプラノ・アルト・テノール・バリトン 

  (バス)の方大歓迎です 
  
◆申込方法 

 電話またはFAXでお申し込みください。 
  
◆申込期限 随時募集 

  

※発表日は平成30年２月18日(日)です 

 

問 申 オペラを楽しむ会 

           090-7284-8783(飯塚)    

       45-0073(飯塚) 

｢正社員＆いきいきシニア就職面接会｣

開催 
 
 正社員を目指す若者、中高年および高齢者を対

象とした就職説明会を開催します。 
 
◆日時 ７月21日(金) 
 

◇受付 午後０時30分～１時 
 

◇事業所説明会 午後１時～２時 
  
 ◇面接会 午後２時～３時30分 
  
  ※面接会と併せて、ハローワークによる職業  

   相談、福祉人材センターによる就職相談、 

   筑西市職員による移住相談を実施 
 
※事前にハローワークで紹介状の交付を受けてく 

 ださい 
 
◆会場 アルテリオ １階 集会室 [筑西市丙372] 

 

問 筑西公共職業安定所 22-2188 

              25-6992  

｢就職カレッジ スタートアップ編｣開催 
 
 NPO法人雇用人材協会では、正社員を目指

す15歳～40代前半の方を対象とした、就職

支援セミナー｢就職カレッジ スタートアップ

編｣を開催します。 

 就活の進め方、仕事の選び方、目標・計画

の立て方を確認し、就職を目指します。 
 
◆日程 ６月19日(月)、20日(火)、27日(火) 

◆時間 午前９時30分～午後４時30分 

◆場所 土浦市亀城プラザ 

    [土浦市中央2-16-4] 

◆対象者 15歳～40代前半の求職者で全日 

      程参加できる方 

◆定員 20人(先着順) 

◆申込方法 電話またはメールで受け付け 
 
※参加費無料、筆記用具持参、朋装自由 

※雇用保険受給者の求職活動実績になります 
 

問 申 NPO法人 雇用人材協会 

 029-300-1738 

    029-300-1739 

   s-college@koyou-jinzai.org 

「就職カレッジ 基礎編」開催 
 
 NPO法人雇用人材協会では、フリーター・無

職から抜け出し、就職を目指す15歳～40代前半

の方を対象とした就職支援セミナー｢就職カレッ

ジ 基礎編｣を開催します。 

セミナーでは、コミュニケーション、ビジネス

マナーおよび応募書類・面接対策など、就職に必

要な力と自信を身に付けていきます。 
 
◆日程 ７月18日(火)、19日(水)、25(火)、 

    26(水)、８月１日(火) 

◆時間 午前９時30分～午後４時30分 

◆場所 ジョブカフェいばらき 

    [水戸市三の丸1-7-41] 

◆対象者 15歳～40代前半の求職者で全日程参 

      加できる方 

◆定員 20人(先着順) 

◆申込方法 電話またはメールで受け付け 
 
※参加費無料、筆記用具持参、朋装自由 

※雇用保険受給者の求職活動実績になります 
 

問 申 NPO法人 雇用人材協会 

 029-300-1738 

    029-300-1739 

   s-college@koyou-jinzai.org 

学生の皆さまへ 

｢就職面接会｣開催 
 
 大学院・大学・短大・専修学校など(高校は

除く)の平成30年３月卒業予定者および既卒未

就職者を対象に、県内企業を集めた｢大好きい

ばらき就職面接会(前期)｣を開催します。 

 事前申し込み丌要、参加費無料です。履歴書

を複数枚お持ちください。 
 
◆開催期日および場所 
 
 【土浦会場】 

  ６月26日(月) ホテルマロウド筑波 

               [土浦市城北町2-24] 

 【水戸会場】 

  ７月３日(月) ホテルレイクビュー水戸 

          [水戸市宮町1-6-1] 

 ◇午前の部 午前10時～正午 

 ◇午後の部 午後１時30分～３時30分 
 

問 県労働政策誯 

   029-301-3645(直通) 

    029-301-3649 

｢子どもの人権110番｣強化週間 
 

法務省と全国人権擁護委員連合会は、｢いじめ｣や

児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権問

題に積極的に取り組むことを目的として、全国一

斉｢子どもの人権110番｣強化週間を実施し、悩み

を持ったお子さまや保護者の方からの電話相談に

応じます。秘密は守られますので、安心してご相

談ください。 
 
◆日時 ６月26日(月)～７月２日(日) 

 午前８時30分～午後７時 

 ※土・日曜日は午前10時～午後５時 
 
◆相談員 法務局職員・人権擁護委員 

 

問 水戸地方法務局・茨城県人権擁護委員連合会  

   0120-007-110(全国共通フリーダイヤ 

          ル) 

広報しもつま 

『わがやのにんきものコーナー』 

掲載希望者募集 
 
◆対象年齢 市内在住の１～３歳のお子さん 
 
◆掲載内容 写真およびメッセージ 
 
◎詳しくは、お問い合わせください。 
 

問 申 市秘書誯 43-2112 

           43-1960 


