
～ 2018 N−TAC祭開催のお知らせ～
　空港で使用されている特殊車両や航
空機の展示、フライトシミュレータ体
験などのイベントを用意しています。
　お気軽にご参加ください。
●日時：11 月 25 日（日）【雨天決行】

午前 10 時～午後３時
●入場料：無料
●その他：入退場自由。お車でお越し

の方は、無料駐車場をご利
用ください。

問  成田つくば航空専門学校
取手市取手西野 1842
☎０４－７１８８－７７８７

未来へと命を繋ぐ１８９（いちはやく）
　児童虐待は、社会全体で解決すべき
問題です。あなたの１本のお電話で救
われる子どもがいます。虐待かもと
思ったらすぐにお電話ください。
●受付電話番号：児童相談所全国共通

３桁ダイヤル
☎１８９
お住まいの地域の児
童相談所につながり
ます。

※連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守
られます。

成田つくば航空専門
学校からのお知らせ

11 月は
『児童虐待防止月間』

講座名：機械 CAD（AutoCAD）
基礎講座

●日時：平成 31 年１月 12 日（土）・
19 日（土）・26 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
●申し込み期限：11 月 12 日（月）～

12 月３日（月）
【期限内必着】

●対象者：Windows の基本操作が出
来る方

●申込方法：土浦産業技術専門学院
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。

●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 番 179

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

11 月は労働保険適用促進強化週間
　労働者（アルバイト含む）を１人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。
　労働者を一人でも使用する事業主
は、労災保険の加入が義務づけられて
います。パートタイム労働者の方でも、
一定の要件を満たす方は、雇用保険の
加入が義務づけられています。
　詳細につきましては、下記問い合わ
せ先までご連絡ください。

問  茨城労働局総務部労働保険徴収室
☎０２９－２２４－６２１３

茨城県最低賃金が「時間額 822 円」に！
　茨城県最低賃金は、10 月１日（月）
から時間額 822 円（26 円引き上げ）
に改定されました。
　年齢やパート、学生アルバイトなど
の雇用形態にかかわらず、県内で働く
すべての労働者に適用されます。
　詳細につきましては、茨城労働局賃
金室または、最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。

問  茨城労働局賃金室
☎０２９－２２４－６２１６

茨城労働局
からのお知らせ

　霞ヶ浦駐屯地の諸行事に参加し、ご
意見を頂ける方を募集しています。
　詳細は、霞ヶ浦駐屯地 HP をご覧く
ださい。
●募集人数：２名
●期間：平成 31 年４月１日～

平成 32 年３月 31 日
●申し込み期限：12 月 14 日（金）

問  ・ 申  陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地広報班
☎０２９－８４２－１２１１

（内線２２１８） 
pr-adm-eadep@inet.gsdf.
mod.go.jp 

HP http://www.mod.go.jp/
gsdf/eae/eadep/index.
html

平成 31 年度
駐屯地モニターの

募集について

～「きて・みて・体験　盲学校」～
　視覚障がい児（者）が学ぶ盲学校の
参観を通して、視覚障害教育について
の理解促進を図るため、学校公開を開
催いたします。
●日時：11 月 17 日（土）

午前９時 30 分～午後３時 45 分
（受付開始：午前９時）

●場所：茨城県立盲学校
（水戸市袴塚 1-3-1）

●内容：学校概要説明、授業参観、
施設見学など

●申し込み方法：FAX または、メール
にてお申し込みくだ
さい。

●その他：どなたでもご参加いただけ
ます。
　また、詳細については、
茨城県立盲学校のホーム
ページをご覧ください。

問  茨城県立盲学校　担当　鈴木
☎     ０２９－２２１－３３８８
FAX  ０２９－２２５－４３２８

koho@ibaraki-sb.ibk.ed.jp

茨城県立盲学校
からのお知らせ

～「ウララ講演会」開催のお知らせ～
　チョークのシェア日本一の日本理化
学工業。全社員の７割強が知的障がい
者という雇用を実現した経営者の長年
の努力を具体的に紹介し、事業者側、
労働者側双方が「働く幸せ」を実現し
たエピソードとともに、障がい者雇用
や人権啓発のお話をします。
●日時：11 月 11 日（日）

午後２時～午後４時 15 分
●場所：茨城県県南生涯学習センター

※土浦市営駅東駐車場・駅西
駐車場・駅西口地下駐輪場
をご利用のみ、２時間分の
駐車回数券の補助をいたし
ます。

●テーマ：「働く幸せを実現した町工
場の奇跡」～社員の７割が
知的障がい者のチョーク会
社の真実～

●講師：小松　成美　氏
（ノンフィクション作家）

●定員：400 名（先着順）
●入場料：無料
●申し込み方法：電話による申し込み
●主催：茨城県県南生涯学習センター

一社）土浦市歯科医師会
●共催：一社）土浦石岡歯科医師会
●その他：手話同時通訳あり。

問  ・ 申  茨城県県南生涯学習センター
☎０２９－８２６－１１０１

茨城県県南
生涯学習センター

からのお知らせ

知って得するお口の健康の話！
～食べる仕組みと噛むことの大切さ

噛むことで、いいことたくさん！～
●日時：12 月 11 日（火）

午前 10 時～ 11 時 30 分
（受付：９時 45 分～）

●場所：利根町保健福祉センター
●対象：おおむね 65 歳以上の方
●定員：50 名（申し込み先着順）
●講師：歯科衛生士　藤田　智子先生
●参加費：100 円（咀嚼力検査用ガム代）

問  ・ 申  利根町保健福祉センター
☎６８ー８２９１

かむカム栄養塾
公開講座のお知らせ

　地方税ポータルシステム（eLTAX：エルタックス）は、地方税の手続きを電子的に行う

システムです。地方税の申告や納税を窓口に出向くことなく、自宅やオフィス、税理士事

務所などのパソコンから、インターネットを通じて、簡単に行うことができます。もう、

混雑する窓口へ出かける必要はありません。

　利用届け出の提出および詳しい情報は eLTAX ホームページをご覧ください。

HP http://www.eltax.jp/

電話（ヘルプデスク）によるお問い合わせ　☎０５７０－０８
ハ イ シ ン コ ク

１４５９

ヘルプデスク受付時間午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

ＴＡＸ
申告するなら！

自宅で！オフィスで！らくらく申告 !!
複数の申告も、ネットなら一括処理 !!

◆ 自 衛 官 募 集 中 ◆
陸上自衛隊高等工科学校生徒

受験資格

推薦 一般

平成 31 年４月１日現在、15 歳以上 17 歳未満の男子で、入校を熱
望する強い意志を持ち、中学校卒業または中等教育学校の前期課
程修了者（見込みを含む。）で、成績優秀かつ生徒会活動などにお
いて顕著な指導力を発揮した実績がある優れた資質を有するなど、
学校長が高等工科学校生徒としてふさわしいと認め、将来自衛官
となる強堅な意志を持ち責任を持って推薦できる者

平成 31 年４月１日現在、15 歳以上 17 歳未
満の男子で、中学校卒業または中等教育学校
の前期課程修了者（見込みを含む。）

受付期間 11 月１日（木）～ 11 月 30 日（金） 11 月１日（木）～平成 31 年１月７日（月）

試験期日 平成 31 年１月５日（土）～１月７日（月）のうち指定する日
１次：平成 31 年１月 19 日（土）
２次：平成 31 年２月１日（金）～４日（月）

のうち指定する日
※１自衛官候補生については、年間を通じて募集しています。
※２詳細については、問い合わせ先までご連絡ください。

問  自衛隊茨城地方協力本部　龍ケ崎地域事務所　☎０２９７－６４－３３５１
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