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日　　時 ３月８日（日）13：30 ～ 15：00　【開場】13：00 ～

場　　所　 歴史民俗資料館（図書館 南側）

料　　金 無料

内　　容
【朗読】MHK 朗読の会
　　　「ホット詩集より」「谷川俊太郎（普通の人々）より」「群読を楽しむ」

【ギター】田所 義信 氏

入 館 に
つ い て

【座席】100 席
当日は直接、会場にお越しください（事前の整理券配布はありません）。
※入館者多数の場合は立見または入館できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

歴史民俗資料館でミュージアムコンサート開催

高萩警察署では説明会を随時開催中です。
詳細は、茨城県警ホームページ内の高萩警察署をご覧ください。

○問合せ　　高萩警察署　警務課　　　　☎２４－０１１０　　　　　
県警採用フリーダイヤル　　☎０１２０－３１４－０５８

試 験 区 分
（採用予定数）

男性警察官Ａ
（90 名程度）

女性警察官Ａ
（８名程度）

男性警察官Ｂ
（20 名程度）

女性警察官Ｂ
（２名程度）

受 験 資 格

昭和 62 年４月２日以降に生まれた人で、学校教
育法による大学（短期大学を除く）を卒業した人
もしくは令和３年３月 31 日までに卒業見込みの
人または人事委員会がこれと同等と認める人

昭和 62 年４月２日から平成 14 年４月１日まで
に生まれた人で、左記警察官Ａの受験資格（学歴
区分）に該当しない人（令和３年３月 31 日まで
に高等学校を卒業見込みの人を除く）

採用予定日 令和２年 10 月１日または令和３年４月１日 令和２年 10 月１日

第１次試験 令和２年５月 10 日（日）

申 込 期 間 ３月２日（月）9：00 ～４月 10 日（金）17：00 まで
※受験申込みは電子申請のみです。

令和２年度 茨城県警察官採用試験（第１回）

茨城県内に事業所・就業場所がある企業 63 社が参加予定の企業説明会を行います。
予約不要・履歴書不要・入退場自由・参加無料です。ぜひご参加ください。

○問合せ　　茨城労働局 職業安定課　　☎０２９－２２４－６２１８

日　　時 ３月 10 日（火）13：00 ～ 15：30　【受付】12：00 ～

場　　所 ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町１－６－１）

対 象 者 令和３年３月に大学など（大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校）を卒業見込みの人 
および卒業後概ね３年以内の人

いばらき企業説明会２０２０

いつもとはちょっと違った場所で、ミニコンサート（朗読会）を楽しみませんか。
今回は、“詩とギター”と題してお届けします。

○問合せ　　歴史民俗資料館　　☎２３－７２２９
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西側駐車場
イオン高萩店
（１階）

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

３つの習慣
○寝たばこは、絶対しない。
○ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
○ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

○逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
○寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。
○火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
○お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の普及を図ることで、火災の発生を防ぐこと
を目的に実施しています。家族一人ひとりの「慣れ」や「油断」から火災をおこさないよう、日常生活の中で火災予防
に心がけましょう。

◎「生命」「財産」を火災から守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう！

○問合せ　　消防本部　予防課　　☎２２－２９１８

３月１日～７日　春季全国火災予防運動
全国統一防火標語『ひとつずつ いいね！で確認 火の用心』

日　　時 ３月１日（日）13：00 ～

場　　所 【一日消防署長・表彰式】イオン高萩店　店舗内１階特設催事場
　　【火災予防イベント】イオン高萩店　西側駐車場

内　　容

一日消防署長 火災予防ポスター
コンクール表彰式 火災予防イベント

一日消防署長が啓発グッズや
チラシを配布し、火災予防を
呼びかけます。

火災予防ポスターコンクール
応募者のうち、入選者 10 名
のポスター掲示と表彰式を行
います。

①放水体験
②煙体験
③防火衣を着装し、
　消防車両前での写真撮影

≪一日消防署長≫
　市内小学生・幼稚園児
　（男女各１名）

◇高萩小学校　５名
◇高萩中学校　５名

誰でも自由に参加できます。

＜イベント会場案内図＞

啓発イベントを実施します！

一日消防署長・表彰式会場

火災予防イベント会場
＜イベント内容＞

③防火衣着装体験
　　（写真撮影）

①放水体験 ②煙体験

はぎまろも
参加します！
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市では、災害情報などの緊急情報や行政情報を、市民のみなさんへお知らせするために、これまでに整備してきた
48 基に加え、新たに 15 基の屋外子局を設置し、３月中旬から運用を開始します。

なお、通信確認のため、短時間に数回テスト放送を行うことがあります。市民のみなさんにはご迷惑をおかけいたし
ますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

防災行政無線の屋外子局（スピーカー）の運用開始について

No. 場　　所 No. 場　　所 No. 場　　所
１ 花貫児童公園 22 高萩ユーフィールド（旧君田小・中学校） 43 文化会館
２ 高浜海岸 南 23 花貫クリーンセンター 44 駒形児童公園
３ 高浜海岸 北 24 石滝公民館 45 高戸橋
４ 高萩中学校 25 安良川南交差点 46 行人塚児童公園
５ 有明第２こどもの広場 26 みはらし公園 47 県営高萩アパート
６ 東本町集会場 27 小屋下橋 48 松岡地区公民館
７ 東小学校 28 サンシティ安良川第２公園 49 秋山南団地公園
８ 高萩消防署 29 旧水道課 50 秋山十字路
９ 総合福祉センター 30 小島団地東第２公園 51 竹内公民館
10 高戸小浜 31 町尻橋 52 駒木原集会場
11 荒崎橋 32 下組生活改善センター 53 翠ヶ岡団地公園
12 赤浜田園都市センター 33 穂積家住宅 54 向洋台南団地
13 赤浜コミュニティ消防センター 34 境橋 55 島名 岩ノ本
14 北茨城特別支援学校 35 第一浄水場 56 高萩市斎場
15 高萩小学校 36 低区配水地 57 神宮司第１公園
16 高萩高等学校 37 秋山中集落センター 58 台高萩（市道 111 号線）
17 秋山小学校 38 県道日立いわき線（秋山 978 付近） 59 山王児童公園
18 秋山中学校 39 県道日立いわき線（秋山1490-7付近） 60 高萩インター線
19 松岡小学校 40 秋山下生活改善センター 61 赤浜上宿
20 松岡中学校 41 秋山下（市道 205 号線） 62 石滝上ノ台集会所
21 高萩清松高等学校 42 石滝 不動前 63 さくら宇宙公園

＜屋外子局一覧＞

※ No.49 ～ 63 が今年度整備箇所 ○問合せ　　危機対策課　　☎２３－２２１５
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NHK-BS プレミアム放送「にっぽん縦断 こころ旅」“2020 春の旅”では、スター
トの三重県からゴールの北海道を目指す自転車旅のなかで、茨城県も縦断します。番組
内では、視聴者から寄せられる手紙を俳優の火野正平さんが紹介します。

みなさんのこころに残る「忘れられない風景」、「思い出の風景」、「みんなに伝えたい
風景」のエピソードをぜひご応募ください。

NHK-BS プレミアム にっぽん縦断こころ旅
～お手紙募集のご案内～

○問合せ　　NHK ふれあいセンター　　☎０５７０－０６６－０６６（ナビダイヤル）
※ナビダイヤルがご利用できない場合は、☎０５０－３７８６－５０００

応　募　方　法

■応募先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　◆はがき・封書　〒 150-8001　NHK「こころ旅」係（住所不要）
　　　　　　　　　【応募締切】令和２年３月30日（月）必着
　◆ FAX　　　　　 ０３－３４６５－１３２７

　◆番組ホームページ
　　　　　　　　　「こころ旅」で検索（ホームページ内に投稿フォームあり）
　　　　　　　　　【URL】http://nhk.jp/kokorotabi

▼はがき・封書・ＦＡＸ応募時の記入事項　　　　　　　
　①住所　②氏名　③電話番号　④性別　⑤年齢
　⑥思い出の場所・風景　⑦思い出にまつわるエピソード
　※⑦のエピソードの場所は日本国内に限ります。

番　組　放　送

■番組名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　NHK-BS プレミアム
　　「にっぽん縦断 こころ旅（2020“春の旅”）」
　　　【旅人】火野 正平さん（俳優）

■放送日時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　３月 30 日（月）～７月 17 日（金）

　 【朝版】１日の旅をコンパクトに 14 分放送
　　放送　月曜日～金曜日　7：45 ～ 7：59
　　　　　※月曜日はこの週のダイジェストとお手紙紹介

　 【とうちゃこ版】１日の旅をゴールまでたっぷり 29 分放送
　　放送　火曜日～金曜日　19：00 ～ 19：29
　　　　　※週末は「とうちゃこ版」を各２本ずつ放送（11：00 ～ 11：58）
　　　　　　土曜日 ( 火・水曜日 放送分 ) / 日曜日 ( 木・金曜日 放送分 )

茨城県の放送予定：５月 11 日（月）～ ５月 15 日（金）

写真提供：NHK
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