
～いばらき看護職合同
進学就職説明会開催について～

　高校生や看護職に関心のある方！ま
た、看護学生や就職を希望されるすべ
ての看護職の方！
　お気軽にご参加ください。
●日時：２月９日（土）、

午後０時 30 分～３時 30 分
●場所：フェリヴェールサンシャイン

（水戸市白梅 2-3-86）
●内容：第１部 国家試験対策講座

講師　さわ　和代　氏
第２部 合同進学就職説明会
○県内医療機関による

職場紹介コーナー
○看護職進学・

就職相談コーナー
●申し込み方法：第１部

事前申し込み
第２部
申し込み不要

●参加費：無料
●その他： 第２部については、履歴書

不要、服装・入退場自由。
また、参加施設は決定次第、
当協会ホームページにてお
知らせします。

●主催：公益社団法人　茨城県看護協会

問  ・ 申  公益社団法人　茨城県看護協会
☎０２９－２２１－６９００
HP http://www.ina.or.jp

茨城県看護協会
からのお知らせ

　３月 23 日（土）～ 25 日（月）の
２泊３日の日程で、フジドリームエア
ラインズ（FDA）による「茨城－与那
国島・宮古島」を結ぶチャーター便が
運航されます。
　与那国島では、ミステリアスな「与
那国海底遺跡」をグラスボートから見
学することができます。また、宮古島
では、透明で綺麗な「宮古ブルー」と
呼ばれる美しい海を満喫することがで
きます。この機会にぜひ、茨城空港か
ら与那国島・宮古島への旅をお楽しみ
ください。
　詳しくは、ホームページをご覧くだ
さい。

問  茨城空港ホームページ
http://www.ibaraki-airport.net/
news/yonaguni201903.html

　航空アート展開催
　航空をテーマとしたアート作品をご
紹介いたします。今回は、イカロス出
版とのコラボ企画として「ヒコーキ写
真テクニック 2018 夏号」フォトコン
テストの受賞作品を展示いたします。
●日時：１月１日（火）～

３月 24 日（日）開催
●場所：航空科学博物館　
　　　　２階展示室
●費用：入場料のみ

問  航空科学博物館
（千葉県山武郡芝山町岩山 111-3）

☎０４７９－７８－０５５７

茨城空港からの
お知らせ

航空科学博物館
イベントのお知らせ

取手警察署からの
お知らせ

～生涯学習ネットワーク
フォーラム参加者募集～

●日時：２月 16 日（土）
午後１時～午後３時 45 分

●場所： 茨城県県南生涯学習センター
（土浦駅前）

●テーマ： 「地域と連携したまちづく
りひとづくり地域の活性
化」

●内容：第１部 実践事例発表
午後１時～２時
第２部 基調講演会
講師：鳥塚　亮 氏
午後２時 15 ～３時 45 分

●定員：200 名（先着順）
●参加料：無料
●申し込み方法： 電話・FAX または直

接 申 し 込 み く だ さ
い。

●申し込み期限：２月３日（日）

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

～１月 10 日は「110 番の日」です～
　110 番は警察官に一刻も早く現場へ
来てほしい場合に利用する通報専用の
電話番号です。
●いたずら電話はやめましょう

（犯罪として処罰される場合があり
ます。）

● 間違えて 110 番をしてしまったら、
電話を切らずに間違いであることを
説明してください。

●緊急ではない相談や要望などは、
「＃ 9110」へ（24 時間対応）

◎～緊急は、「110 番」、
相談は、「＃ 9110」～◎

問  取手警察署
☎０２９７－７７－０１１０

競争入札参加資格審査申請について
　平成 31・32 年度において、茨城県
南水道企業団が行う競争入札に参加を
希望される方の申請の受け付けを行い
ます。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 31・32 年度

（平成 31 年５月１日～
平成 33 年４月 30 日）

●受付期間：２月１日（金）～
２月 28 日（木）

【当日消印有効】
●提出方法：郵送
●申請業種区分：Ⅰ建設工事関係

Ⅱ測量・建設コンサ
ルタント関係
Ⅲ物品製造等、
役務提供、その他

～第２回茨城県南水道企業団
職員募集のお知らせ～

●試験日：２月 24 日（日）
●職種：土木技師・一般職員
●採用人数：若干名
●採用予定日：４月１日（月）
●申込受付期間：２月１日（金）～

12 日（火）【必着】
※ 申し込みは郵送の

みとなります。
●その他： 受験資格などの詳細は、当

企業団ホームページ、また
はお問い合わせください。

問  茨城県南水道企業団　総務課
☎０２９７－６６－５１３１
HP http://www.ibananww.ne.jp

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

～ひとり親家庭を応援します !! ～
　パソコンの基本的な操作や Word

（ワード）の文字入力や図形、表の作
成などを学ぶことの出来る入門講座で
す。ぜひ、ご参加ください。
●日時： ２月 23 日（土）、３月９日（土）

全２日間
午前９時 30 分～午後３時 30 分

●場所：クリエートパソコン教室
水戸市北見町 8-12
※無料駐車場あります。

●定員：15 名
（応募者多数の場合は抽選）

●託児： 有り（２歳以上、事前登録が
必要になります）

●対象者： ひとり親家庭の母・父およ
び寡婦で２日間必ず出席で
きるパソコン初心者

●費用：300 円（資料代）
●募集締め切り日：１月 31 日（木）

問  ・ 申   （社福）茨城県母子寡婦福祉
連合会
茨城県母子家庭等就業・
自立支援センター
☎０２９－２３３－２３５５

初心者のための
パソコン講習会
開催のお知らせ

　関東財務局水戸財務事務所では、財
務省の総合出先機関として、地域の皆
さまからの相談を、無料で受け付けて
おります。
●内容：①詐欺的な投資勧誘相談

（未公開株、社債、ファンド）
電子マネー詐欺相談

（架空請求、サクラサイト）
②多重債務相談

（借金、クレジットカード・
各種ローンの悩み相談）

●日時： 月～金曜日（祝祭日は除く）
午前８時 30 分～正午、
① 午後１時～５時
② 午後１時～４時 30 分

問  ①に関してのお問い合わせ
☎０２９－２２１－３１９５
②に関してのお問い合わせ
☎０２９－２２１－３１９０

多重債務相談窓口に
ついてのお知らせ

事前予約は不要です。
●日時：１月 27 日（日）

午前 10 時～午後４時
●内容：生活保護に関する事
●電話番号：０１２０－０５２－０８８

（通話料無料）
●その他：相談料無料・秘密厳守

問  茨城青年司法書士協議会
☎０２９１－３２－２６４６

全国一斉生活保護
110 番（電話相談）

のお知らせ

●日時：２月 12 日（火）　
午後１時～午後３時 30 分

（受付開始　午後０時 30 分から）
●場所：ホテルグランド東雲

（つくば市小野崎 488-1）
●その他：参加を希望する方は、下記

問い合わせ先までご連絡く
ださい。

問  ハローワーク龍ケ崎
☎０２９７－６０－２７２７

障害者就職面接会
開催のお知らせ

募集種目 自衛官候補生
予備自衛官補

一般 技能

応募資格

日本国籍を有する
18 歳以上 33 歳未満の者
※ ただし、32 歳の者は、採用予定月の３カ

月後の末日現在、33 歳に達していない者

日本国籍を有する
18 歳以上 34 歳未満の者

日本国籍を有し、18 歳以上で
国家資格免許等を有する者
※資格により年齢の上限があります。

受付期間
自衛官候補生の受け付けは

年間を通して実施しています。
１月 ７ 日（月）～４月 12 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。 ４月 20 日（土）～４月 24 日（水）のうち指定する日

※応募資格年齢は、募集種目ごとに異なっていますので、それぞれの募集要項でご確認ください。

◆ 自 衛 官 募 集 中 ◆ 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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