
講座名：機械 CAD（AutoCAD）基礎
●日時：平成 30 年１月 13 日（土）、

20 日（土）、27 日（土）、
午前９時～午後４時

●内容：AutoCAD による作図機能の
マスター、編集の仕方

●定員：20 名
●申し込み対象者：Windows の基本

操作が出来る方
●申込方法：土浦産業学院ホームペー

ジまたは、往復はがきに
①講座名②氏名③住所④
電 話 番 号 ⑤ 年 齢 ⑥ 職 業

（会社名）をご記入の上、
申込期間内（必着）に学
院へ郵送（一人１枚）に
てお申し込みください。
定員を超えた場合は、抽
選による選考となりま
す。
※定員に空きがあるか、
必ず事前にお問い合わせ
の上、郵送してください。

●受講料：2,980 円

問  ・ 申  茨城県立土浦
産業技術専門学院
☎０２９－８４１－３５５１
HP http://www.t-gakuin.ac.jp/

（〒 300-0849
土浦市中村西根番外 50）

　放送大学は、平成 30 年度第１学期
の学生を募集しています。
　10 代から 90 代の幅広い世代、約
９万人の学生が、大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、さまざまな目
的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約 300 の幅広
い科目があり、１科目から学べます。
●出願期間：第１回　平成 30 年

２月 28 日 ( 水 ) まで。
第２回　平成 30 年
３月 20 日 ( 火 ) まで。

●その他：詳細に関しては、お気軽に
お問い合わせください。

問  放送大学茨城学習センター
☎０２９－２２８－０６８３

茨城県立土浦産業技
術専門学院在職者
訓練の受講生募集

放送大学４月生
募集のお知らせ

　平成 30 年度において、茨城県南水
道企業団が行う競争入札に新たに参加
を希望される方の追加申請の受け付け
を行います。
　なお、前回（平成 29 年２月）申請
をしている方は対象外です。提出する
書類など・詳細につきましては、当企
業団ホームページをご覧ください。
●有効期限：平成 30 年度

（平成 30 年４月１日（日）
～ 平 成 31 年 ４ 月 30 日

（火））
●受付期間：平成 30 年２月１日（木）

～２月 28 日（水）
当日消印有効

●提出方法：郵送
●申請業種区分：①建設工事関係

②測量・建設コンサ
ルタント関係
③物品製造など、役
務提供、その他

問  ・ 申  茨城県南水道企業団
総務課庶務係
☎０２９７－６６－５１３１

（内線２１６）
HP http://www.ibananww.
ne.jp/

茨城県南水道企業団
競争入札参加資格審
査追加申請について

　第６回利根町『町民絵画展』は、小・
中・高校生に加え、絵画愛好家ならだ
れでも参加できる作品公募展です。
奮ってご応募ください。
●展示会期：平成 30 年４月１日（日）

～６日（金）
午前９時～午後５時

（初日は午後１時から
開催、４月６日（金）は
午後１時 30 分終了）

●場所：役場１階イベントホール・
多目的ホール　

●応募資格：小学生以上の町内在住・
在学・在勤、所属団体の
会員の方

●応募作品：日本画、油彩、アクリル、
パステル、水彩、色鉛筆、
水墨、鉛筆、ペン、ちぎ
り絵ほか

●応募締切日：平成 30 年 2 月 13 日（火）
必着

　～応募要項の配布～
　役場１階、利根町公民館、利根町生
涯学習センター、布川地区コミュニ
ティセンター、利根町図書館、利根町
保健福祉センターに設置の「応募要項」
をご覧いただきご応募ください。

問  事務局　宮坂　☎６８－６５２５

第６回利根町『町民絵
画展』開催に伴う出品

作品募集のお知らせ

12 月４日から 10 日までは人権週間で
す！
　1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日、
国連総会で世界人権宣言が採択された
のを記念し、毎年 12 月 10 日を「人
権デー（Human Rights Day）」と定め
られました。
　法務省と全国人権擁護委員連合会で
は、人権デーを最終日とする 12 月 4
日から 10 日までを「人権週間」とし
て各種の人権啓発活動を行います。
　人権週間に当たり、人権は、自分と
同じように他の人にもあることを考
え、お互いに相手の立場を考え、豊か
な人間関係をつくりましょう。

12 月 10 日は
人権デー！

事前予約制となります。
　茨城県内で「農業を始めたい」、「農
業法人などに就職したい」方のための
セミナー・相談会です。
　求人のある農業法人などが 20 数社、
地域の就農支援協議会、農業の専門学
校、JA やハローワークなどが出展し
てさまざまな就農の相談に対応しま
す。
●日時：平成 30 年２月４日（日）

セミナー　正午～午後３時
相談会　　午後１時～４時

●場所：県南生涯学習センター５階
（土浦市大和町９－１ウララ

ビル）
●その他：入場料・相談料無料

服装自由
問  （公社）茨城県農林振興公社

☎０２９－２３９－７１３１

就農相談会「新農業
人フェア in いばらき」

開催のお知らせ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

　　　は休館日

平成30年１月 図書館カレンダー

　～地産地消から考える農家経営～
●日時：平成 30 年１月 17 日（水）

午後１時 30 分～４時
受け付け（午後１時 15 分～）

●場所：文部科学省研究交流センター
２階　国際会議場

（つくば市竹園 2-20-5）
●参加費：無料
●内容：①基調講演

「農産物直売所を核とした地
域農業の再興」
講師：㈱地産地消推進機構　
緒方博修　氏
②事例発表

「直売活動による農家経営の
発展（仮）」
発表者：稲葉恒男　氏

（茨城県農業経営士）
③優良事例直売所調査報告
発表者：つくば地域農業改良
普及センター

●申し込み方法：平成 30 年１月９日
（火）までにお電話

にてお申し込みくだ
さい。

問  つくば地域農業改良普及センター
☎０２９－８３６－１１０９

つくば地域都市型農
業フォーラム 2017

開催のお知らせ

事前申し込み制となります。
●日時：平成 30 年１月 14 日 ( 日 )　

午後１時 45 分～午後４時
●場所：つくばカピオ

（つくば市竹園１丁目 10-1）
●定員：330 名（先着順）
●入場料：無料
●申し込み方法：お電話にてお申し込

みください。

問  一般社団法人　茨城県保険医協会
☎０２９－８２３－７９３０

映画「いしゃ先生」
上映会のお知らせ

「恋多き女」
（1956 年フランス）

監督　ジャン・ルノワール
主演　イングリット・バーグマン
　20 世紀初めのパリ。ポーランドの
美しい公爵夫人エレナに惹かれる、伯
爵と将軍の恋の行方は…。
●日時：12 月 23 日 ( 土 )

午後１時 ~
●場所：利根町図書館

２階多目的ホールにて
●入場料：無料

問  利根町図書館　☎６８－８８６８

利根町図書館
映画会のお知らせ

　海外生活を通じて交流を体験し、国
際感覚を養うことを目的に実施してい
ます。お一人でご参加になる方や、初
めて海外へ行かれる方が７割以上ご参
加されます。
　事前研修会では仲間づくりからサ
ポートいたしますので、安心してご参
加いただけます。
●日程：平成 30 年３月 22 日（木）

～４月４日（水）のうち、
６～ 10 日間（コースにより
異なります。）

●対象：小学校３年生～高校３年生の
方（コースにより対象学年が
異なります。）

●定員：10 ～ 20 名
●内容：ホームステイ、英語研修、文

化交流、地域見学、野外活動
など（コースにより体験内容
を選択できます。）

●研修国：イギリス・カナダ・サイパン・
ニュージーランド・フィリ
ピン・カンボジア

●締め切り日：平成 30 年２月１日（木）
（平成 30 年１月 22 日ま

でにお申し込みの方は、
早期割引１万円！）

～春休み海外研修交流事業
説明会を開催します～

●日時：平成 30 年１月 21 日（日）
午後３時～４時 30 分

●会場：国立オリンピック記念青少年
総合センター（NYC）
東京都渋谷区代々木神園町
3-1（センター棟 404 号室）

●その他：入場料無料、予約は不要と
なります。お気軽にお越し
ください。

問  公益財団法人　国際青少年研修協会
☎０３－６４１７－９７２１

春休み海外研修交流
事業参加者募集の

お知らせ
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