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◆自衛官募集中◆
受験種目 自衛官候補生（男女） 一般曹候補生

航空学生
（航空自衛隊） （海上自衛隊）

受験資格
　採用予定月の１日
　現在、18 歳以上
　27 歳未満の方

　平成 30 年４月１日現在、
　18 歳以上 27 歳未満の方

　平成 30 年４月１日現在、18 歳
　以上 21 歳未満の方（高卒見込
　み含む）または、高専３年次修
　了者の方（見込み含む）

　平成 30 年４月１日現在、18 歳
　以上 23 歳未満の方（高卒見込
　み含む）または、高専３年次修
　了者の方（見込み含む）

受付期間 　年間を通じて
　行っております ７月１日（土）～９月８日（金）　※締め切り日必着

試験期日 　受け付け時に
　お知らせします

　１次：９月 16 日（土）～
　　　　９月 18 日（月）
　　　　のうち指定する日
　２次：10 月５日（木）～
　　　　10 月 11 日（水）
　　　　のうち指定する日

　１次：９月 18 日（月）

　２次：10 月 17 日（火）～ 10 月 22 日（日）のうち指定する日

　３次：11 月 18 日（土）～ 12 月 21 日（木）のうち指定する日

問  自衛隊茨城地方協力本部　龍ケ崎地域事務所　☎０２９７－６４－３３５１

　「拳銃無宿」
　（1947 年　アメリカ）
　監督　ジェームズ・エドワード・
　グラント　主演　ジョン・ウェイン
　OK 牧場の決闘で活躍したガンマン。
　エバンスの物語
●日時：７月 22 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

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

８月 図書館カレンダー

　  利根町図書館　☎６８－８８６８

利根町図書館
映画会のお知らせ

ボランティア入門
講座開催の

お知らせ

●日時：７月 15 日（土）　 
　　　　午前９時 30 分～午後０時 30 分
●場所：県南生涯学習センター
●対象：16 歳以上
●講師：常磐大学　池田幸也　教授
●定員：40 名

問 ・ 申  県南生涯学習センター
　　　  （土浦市大和町９- １）　
　　　    ☎０２９－８２６－１１０１

　植物園のヤマユリ祭りを今年も行いま
す。園では 1,000 株近いヤマユリの花が
皆さまのお越しをお待ちしております。
●日時：７月７日（金）～ 11 日（火）
　　　　 午前９時～午後５時
●場所：利根町大字大平 466
●その他：運動靴などでお越しください。（自
　　　　　   然の山を利用しているため、足場 
　　　　　   が悪いため。）また、駐車場は６台
　　　　　    ほど用意しております。

問  大平野生植物園　倉本
　  ☎６８－８４５８

大平野生植物園
第 5 回ヤマユリ祭り

開催のお知らせ

　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：７月 16 日（日）
　　　　セミナー　正午～午後１時
　　　　相談会　　午後１時～４時
●場所：イーアスつくば ２階イーアスホール
●その他：予約不要・入場相談料無料
　　　　　服装自由
問  公益社団法人茨城県農林振興公社
　  ☎０２９－２３９－７１３１

「新農業人フェア in
いばらき」開催

のお知らせ

　斉真ダンス教室では、色々なジャンル
の踊りを指導しています。バレエ・ジャ
ズダンス・ヒップホップ・世界の民族舞踊

（インド舞踊・韓国舞踊など）、日本舞踊・
新舞踊・詩舞・民踊など、ダンスの基礎レッ
スンを中心にトランポリンやフラフープな
ども取り入れ楽しくレッスンしています。
　レッスン風景・舞台動画などホームペー
ジをご覧ください。ぜひ一度体験してみ
てください。
●場所：斉真流 Saima Dance Studio
　　　　利根町羽根野 850-152
●曜日：月・水・金（年齢によって時間が異なり
　　　　　  ますので、お問い合わせください。）
●体験料：８月 30 日（水）まで無料
●対象：３歳から
問  ・ 申  斉真舞踊研究所
　  　　 ☎６８－８８５２・
                     ０９０－７００２－９５７０

斉真ダンス教室新スタジオ
オープン記念一日体験

レッスン募集のお知らせ

　この事業は、厚生労働省から補助を
受け実施しており、先の大戦で父などを
亡くした戦没者の遺児を対象として、父
などの戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好親
善をはかることを目的としています。
　平成 28 年度参加者以外は、複数回の
応募ができます。
費用：参加費として 10 万円
その他詳細について：日本遺族会事務局
                                     ☎０３－３２６１－５５２１
申  茨城県遺族連合会 
　   ☎０２９－２２１－４００２

戦没者遺児による慰
霊友好親善事業の参
加者募集のお知らせ

※県立健康プラザへの移動は、
　町のバスを利用します。

●募集内容：技術職（電気）１名（地方公務員）
●対象：昭和 53 年４月２日以降生まれで、
　　　　  高等学校以上を卒業した方（平成  
　　　　  30 年３月卒業見込み者含む）で、 
　　　　  第３種電気主任技術者以上の資格
　　　　   を有する方
●勤務地：「茨城県龍ケ崎市板橋町
　　　　　くりーんプラザ・龍」
※上記の受験資格に該当する方でも、日本
国籍を有しない方、地方公務員法第16条（欠
格条項）に該当する方は受験できません。
●試験日程：第一次試験　10月15日（日）
　　　　　　第二次試験　11 月下旬予定
　　　　　    （第一次試験合格者に別途通知します。）
●試験科目：第一次試験：一般教養、　
　　　　　  専門試験、作文試験　
                        第二次試験：個別面接試験
●試験会場：龍ケ崎地方塵芥処理組合
　　　　　　３階会議室
●受験願書の配布および受付：
◎配布期間　８月１日（火）～
　　　　　　９月 15 日（金）
　　　　　　（土・日・祝日を除く） 
◎時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分 
◎場所　龍ケ崎地方塵芥処理組合総務課
※公式組合ホームページからのダウン
ロードも可能です。

（http://business2.plala.or.jp/ryujin/index.htm）
◎受付期間　８月 21 日（月）～
　　　　　　９月 15 日（金）
　　　　　　（土・日・祝日を除く）
◎時間　午前８時 30 分～午後５時 15 分
◎持参または郵送
　（郵送の場合は９月 15 日（金）必着）
問  ・ 申  龍ケ崎地方塵芥処理組合総務課
　　　    〒 301-0801
　　　　龍ケ崎市板橋町 436 番地２
　　　　☎０２９７－６０－１７７７
　        ：ryujin-soumu@bz03.plala.or.jp
　

龍ケ崎地方塵芥処理
組合職員募集の

お知らせ

切れた電線にはさわらないで！
　台風や雷・豪雨の影響による樹木接触・樹木倒壊や飛来物などにより、電線が切れてしまう場合があります。切れてたれ下
がっている電線には、絶対に手を触れないでください。
電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合もたいへん危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご
連絡ください。
停電情報ツールは、以下により確認いただけます。

・TEPCO 速報：お住まいの地域を登録すれば、停電・雨雲・地域情報などをプッシュ通知でいち早くお知らせします。
　URL：http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html

・東京電力パワーグリッドホームページ
　URL：http://www.tepco.co.jp/pg/index-j.html

東京電力パワーグリッドからのお知らせ

　利根町では、高齢者の介護予防を目的に
「シルバーリハビリ体操」の普及を行って

います。この体操を普及するボランティアを
養成するための講座です。
　この機会に、あなたもご自身の健康づくりを
しながら、仲間と一緒に活動してみませんか。
●定員：20 名
●募集条件：①利根町民の方②概ね 60
　　　　　 歳以上の方③全日程に参
　　　　　 加できる方（補講制度あ
　　　　　 り） ④地域で体操普及のボ
　　　　　 ランティア活動ができる方
●受講料：無料　
●講習内容：◎講義（解剖運動学、加
　　　　　　　齢と運動器の障害ほか）
　　　　　　◎実技（シルバーリハビリ体操）
●講師：県立健康プラザ職員および利
　　　　根町在住のシルバーリハビリ
　　　　体操一級指導士
●申込締め切り日：10 月 20 日（金）
問  利根町保健福祉センター
　  いきがい支援係　☎６８－８２９１

シルバーリハビリ体
操指導士３級養成講
習会開催のお知らせ

日　程 会場・時間

11 月７日（火）
県立健康プラザ

（水戸市）
9:30 ～ 15:45

11 月 10 日（金）
利根町保健福祉

センター
10:00 ～ 15:45

（昼食は各自持参）

11 月 14 日（火）
11 月 17 日（金）
11 月 21 日（火）
11 月 24 日（金）

ディスクゴルフ教室
のご案内のお知らせ

●日時：毎週月・水・金　午前９時～ 11 時
　　　　毎週火・木・土　午後１時～３時
●場所：龍ケ崎市川原代町 5018
　　　　総合福祉センター内ふれあい
　　　　公園ディスクゴルフ場
●参加費：無料（用具貸し出しあり）
●その他：詳細については、下記問い
合わせ先までご連絡ください。

問 ・ 申  利根町担当　根本
　　　  ☎０８０－１２１８－１３９０
　　　    龍ケ崎市担当　増田
　　　  ☎０２９７－６６－０４９７

農家のみなさんへ！
貸したい農地ございませんか？
　規模縮小や経営転換、農地相続など
でお困りの方などいらっしゃいました
ら、農地中間管理機構または役場経済
課までお問い合わせください。

問  農地中間管理機構　
　   ☎０２９－２３９－７１３１
　  役場経済課　
　   ☎６８－２２１１　内線（３２６）

農地中間管理機構
からのお知らせ

問


