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◆自衛官募集中◆
受験種目 陸上自衛隊高等工科学校生徒

受験資格
推薦 一般

男子で中卒（見込み含む）17 歳未満の成績優秀かつ生徒会活動など
に顕著な実績を修め、学校長が推薦できる方

男子で中卒（見込み含む）17 歳未満の方

受付期間 11 月１日（金）～ 29 日（金） 11 月１日（金）～令和２年１月６日（月）

試験期日 令和２年１月５日（日）・６日（月）のうち指定する日
１次：令和２年１月 18 日（土）
２次：令和２年１月 31 日（金）～２月３日（月）

のうち指定する日
※自衛官候補生については、年間を通じて募集しています。また、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

　「枕草子」や伊集院静、星新一など
をはじめ、さまざまなジャンルの朗読
を行いますので、お誘い合わせのうえ、
ご来場ください。
●日時：11 月 26 日（火）

午後１時 30 分～
（開場：午後１時）

●場所：利根町図書館
２階　多目的ホール

●参加費：無料
問 …斉木　☎６８－５０７０

利根町朗読サークル
「よしきり」

朗読会のお知らせ

●日時：11 月 30 日（土）、
12 月１日（日）
午前 10 時～午後３時

●場所：徳満寺境内
●内容：①青空市…飲食の販売（一茶

うどんやほくほく
さつまいもなど）、
地元新鮮野菜の販
売、フリーマー
ケットなど

②野点…子どものお点前
（午前 10 時～正午）

③小林一茶地蔵尊ウォーク
④紙芝居

●その他：①、②は雨天中止、
③は 12 月１日（日）
午前９時徳満寺集合となり
ます。

●主催：地蔵まつり実行委員会
●共催：布川一茶俳句大会

利根町歴史探訪の会
●後援：利根町・利根町飲食店組合・

利根町観光協会・利根町商工
会・日本ウェルネススポーツ
大学

問 …地蔵まつりについて　大野…
☎０９０－６４７４－３１５３
小林一茶地蔵尊ウォークについて
川崎　☎６８－７４５８
布川一茶俳句大会について　長田
☎０９０－４９６０－２７３０

第 10 回地蔵まつり
開催のお知らせ

学校公開・第 20 回美よう祭（文化祭）
　児童生徒の学習の様子や、その成果
をぜひご覧ください。
●日時：【学校公開】

11 月 27 日（水）
午前９時 40 分～午後０時 30 分

【美よう祭】
11 月 16 日（土）
午前９時 45 分～
（雨天実施）

●場所：茨城県立美浦特別支援学校
各教室および体育館

●その他：ご来場の際には、上履きを
持参してください。
詳細については、茨城県立
美浦特別支援学校ホーム
ページをご覧ください。

問 …茨城県立美浦特別支援学校
☎０２９－８８５－４１６６
HP…http://www.miho-sh.ibk.ed.jp/

茨城県立美浦
特別支援学校からの

お知らせ

11 月は労働保険適用促進強化期間
　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

茨城労働局
からのお知らせ

　取引または証明に使用するはかり
は、２年に１回定期検査を受けなけれ
ばなりません。利根町においても、下
記日程で定期検査を実地します。必ず
受検するようお願いします。
　なお、所在場所での検査を希望され
る場合、別料金となりますが、計量士
による巡回検査の制度もありますの
で、詳細は、役場経済課または茨城県
計量検定所にお問い合わせください。
●日時：12 月３日（火）

午前 10 時 30 分～午後３時
（正午から午後１時までの
時間を除く）

●場所：役場　駐車場
●持ち物：印鑑、受検通知はがき、

手数料（１台520円～3,000
円程度）、はかり（分銅・
おもりも必ず持参）

問 …役場経済課
☎６８－２２１１（内線４３７）
茨城県計量検定所
☎０２９－２２１－２７６３

はかりの定期検査の
お知らせ

～第２回公開講座のお知らせ～
　大学と町との連携事業として、日本
ウェルネススポーツ大学「公開講座」
を開催します！
●日時：12 月 13 日（金）

午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：日本ウェルネススポーツ大学

第１キャンパス（旧利根中学
校）２階講義室１、体育館

●講師：日本ウェルネススポーツ
大学教授石田　良恵　女史

●内容：「元気に歳を重ねるために
～自立した生活で健康寿命
を延ばしましょう～」
○膝の故障・腰痛予防のス
トレッチと筋トレ、筋肉づ
くりのための食事、女性と
骨粗しょう症予防の対策な
どについて、理論と実技

●申し込み方法：お電話でお申し込み
ください。また、持
ち物については、お
問い合わせください。

●申し込み期間：11 月 25 日（月）～
12 月６日（金）
午前 10時～午後５時
（土・日曜日を除く。）

●定員：30 名　※定員になり次第、
締め切りとなります。

●その他：駐車については、
自転車・バイク…大学第１
キャンパス駐輪場
車…大学第１キャンパスグ
ラウンド横の駐車場
また、当講座において、け
が、疾病、その他事故が発
生した場合には、参加者ご
自身の責任となりますので
ご了承ください。

問 …日本ウェルネススポーツ大学　山中
☎６８－６７８７

　利根町国際交流会は、ウェルネスス
ポーツ大学留学生をはじめ、流通経済
大学、筑波大学の留学生、JICA 筑波
研修生と国際文化交流バスツアーを開
催します。国際色豊かな面々と楽しい
一日の思い出作りに参加しませんか。
●日時：12 月８日（日）

午前７時出発
●場所：水戸芸術館、

駒村清明堂（石岡市）
●募集人数：20 名（先着順で定員に

なり次第締め切り）
●申し込み方法：お電話にてお申し込

みください。
●その他：参加費など、詳細について

は、お問い合わせください。
なお、時間帯によっては折
り返しのご連絡になります
のでご了承ください。

問 …利根町国際交流会会長　石橋
☎０９０－７２３９－０７１６

国際交流
バスツアー参加者

募集のお知らせ

　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。
　細部は霞ヶ浦駐屯地 HPをご覧くだ
さい。
●募集人数：２名
●期間：令和２年４月１日～

令和３年３月 31 日
●申し込み期限：12 月 20 日（金）
問 …陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地　広報班
☎０２９－８４２－１２１１
（内線２２１７）…

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

令和２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 23 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：11 月８日（金）ま
でに電話または、
FAX 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。小・中学生の参加は、
保護者同伴でお願いしま
す。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　髙橋
☎……………０２９－２２１－３３８８
FAX……０２９－２２５－４３２８

茨城県立盲学校
からのお知らせ

日本ウェルネス
スポーツ大学から

のお知らせ

　保健所では、HIV 検査を無料・匿名
で受けることができます。また、11
月より HIV 即日検査を開始しました。
●日時：毎週火曜日　午前９時～ 11 時

（月 1回夜間検査あり）
※要予約

問 …竜ケ崎保健所　保健指導課
☎０２９７－６２－２３６７

12 月１日は
世界エイズデーです
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