《 鹿嶋市内交通事故件数
件、死者数 ４人（４月６日現在）※平成
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［内容］クロール中心

財務省関東財務局水戸財務事
務所へご相談ください
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
さんからの相談を無料で受け付けてい
ます。一人で悩まないで、迷わずご相
談ください。
◆詐欺的な投資勧誘（未公開株･社債･
ファンド）、電子マネー詐欺
029-221-3195 (8:30 ～ 12:00、13:00
～ 17:00)
◆多重債務（借金返済の悩み相談）
029-221-3190 (8:30 ～ 12:00、13:00
～ 16:30)

コスモスを咲かせてみませんか
コスモスの種を配布します

年１月１日からの累計 》

［配布日時］４月20日（水）～（先着順
28 合計500袋 ）
［配布場所］市役所２階市
民活動支援課、まちづく
り市民センター、鹿嶋人
ギャラリー、FMかしま
かしまミツバチプロジェクト
中川さん
84-7258

小学３年生～高校生のための
夏休み海外研修交流事業
［内容］ホームステイ、ボランティア、
文化交流、学校体験、英語研修、地域
見学、野外活動など
［研修国］イギリス、オーストラリア、
カナダ、サイパン、シンガポール、フィ
ジー、フィリピン、モンゴル
［日程］７月22日（金）～８月14日(日)
の間の８日～ 18日間 ※コースによる
［申込締切］５月26日(木)または、６月
９日（木）
※ ５月に東京で説明会を開催します。
（公財）国際青少年研修協会
03-6417-9721

鹿嶋市身障協パソコン教室と
［対象］15回以上参加できる市内在住の
たまさろんカラオケ
60歳以上の方で、医療機関の健康診断
①障がいのある方のためのパソコン教室
５月～平成29年２月までの指定す
る火曜日(全20回)
まちづくり市民センターパソコン室
［内容］ワード、エクセル初級程度
年間4,000円(教材費含む)
②たまさろんカラオケ
５月９日(月)11:00 ～ 14:00
総合福祉センター娯楽室
500円（昼食代含む）
［対象］いずれも市内在住で身体障害
者手帳を持っている方および団体活動
に賛同する方 ①５人 ②15人
※送迎は各自。相談を受け付けます。
［申込締切］４月28日(木)
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会内鹿
嶋市身体障害者福祉協議会事務局
82-2621
83-0242

鹿嶋朗読会会員募集
まずは見学からお気軽に
目の不自由な方のために、
「広報かし
ま」を録音しています。一緒に活動し
ませんか。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
鹿嶋市交流会館会議室
鹿嶋朗読会 佐藤さん
69-9669

どなたでもできます
詩吟同好会会員募集
毎週土曜日19:00 ～ 21:00
鹿島まちづくりセンター
１カ月 2,500円 ※見学・体験可
菊池さん(岳謙流)
090-3814-8887

泳げない方、水が苦手な方の
水中運動教室シニアプールメイト
５月６日(金) ～８月５日(金）の火・
金曜日11:00 ～ 12:30（全27回）
高松緑地温水プール

広報かしま 2016.4.15

船舶免許
更新・失効講習会
５月22日（日）9:00 ～
潮来ホテル
更新＝11,000円、失効＝16,000円
５月８日（日）までに、必要書類｛船
舶免許コピー１枚・写真（縦4.5cm×横
3.5cm）
２枚・住民票（本籍地記載）１枚｝
を添えて申し込み。
水郷ボートサービス
（株） 63-1231

市民講座「知っていますか？
睡眠時無呼吸症候群」
５月22日(日)14:15 ～ 16:30
つくば市／つくばサイエ
ンスインフォメーションセ
ンター大会議室
［講師］東京医科大学 茨城
医療センター 歯科口腔外科
教授 松尾朗先生
ファックスまたはEメール(①氏名
②電話番号またはメールアドレスを記
入)で下記に申し込み。
（一社）茨城県保険医協会
029-823-7930
029-822-1341
info@ibaho.jp

大野潮騒はまなす公園ギャラ
リー「四人展(写真)」開催
４月29日(金･祝) ～５月８日(日)
9:00 ～ 17:00 ※月曜日休館
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

広告

広告
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を受け、診断書の提出ができる方
（診断
料は１人7,000円を上限に補助金あり）
［募集人員］25ｍ泳げない方＝20人
（先着）
1,500円
（保険代など）
NPO法人かしまスポーツクラブ
高松緑地温水プール
85-1158

第11回復興支援バスツアー
参加者募集

高松地区防災公園 が 完成 しました
長栖地区に津波襲来時の一時緊急避難

５月７日（土）･ ８日（日）
（１泊２日）
鹿嶋市役所出発7:00、帰着17:00
［行き先･目的］宮城県七ヶ浜町、女川
町、南三陸町などを訪問し、震災当時
の体験を聞く。
［募集人員］30人
［宿泊先］南三陸 ホテル海洋
30,000円
［申込締切］４月20日（水）
かしま食育たんぽぽグループ
渡辺さん
080-3489-3389

場所として防災公園を整備し、４月１日
に開園しました。
通常時には、富士山も見える高台から
の景色を眺めたり、グラウンドゴルフの
練習など、憩いの場としてご利用くださ
い。
［場所］大字谷原1473番ほか

谷原交差点

［面積］約6,000㎡
［高台面積］500㎡

至新日鐵住金
西門→

［頂上の高さ］７m (周囲の田んぼからの高さ)

富樫順子水彩画展
～季節の風を感じて(春～夏) ～

［駐車台数］14台（うち障がい者用２台）
カー
ショップ

入りは極力控えていただきますよう、ご協力を

家具店
至神栖↓

４月15日(金) ～ 27日(水)10:00 ～ 16:00
鹿嶋人ギャラリー (木曜日休館)
富樫さん
090-9334-3829

※現在、芝生養生中のため、芝生の中への立ち

介護保険料第１期
･･･

国道１２４号線

高松地区
防災公園

お願いします。

道路建設課

収納課

図書館のイベントに参加してみませんか！
万葉へのいざない 受講生募集

朗読会「ひまわり」による朗読会

日本最古の和歌集である万葉集の講座を開催し
ます。どうぞご参加ください。

名作文学を耳で味わってみませんか。
５月22日（日）14:00 ～ (開場13:30)

第１回目＝５月８日（日）10:30 ～ (全10回)
中央図書館 視聴覚室 ［定員］30人(先着)
ふうら ま

中央図書館 視聴覚室
［定員］50人(先着)

よ

［講師］萬葉学会会員 布浦万代さん

申込不要。当日会場にお越しください。

電話または中央図書館カウンターで申し込み。

各 種 相 談
相談名
行政相談

中央図書館

83-2510

※相談はすべて無料 ★は要予約
日程

場所

問い合わせ･申し込み

13:30 ～ 15:30

大野ふれあいセンター 市民相談室

５月18日（水）

13:00 ～ 16:00

（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
まちづくり市民セン
82-2621
ター ３階学習室２ ［予約開始］５月６日（金）8:30 ～
※先着７人
（年度で１回まで相談可)

５月12日（木）
６月９日（木）

10:00 ～ 14:30

鹿嶋市商工会館

水戸南年金事務所
029-227-3253
※１カ月前から予約可

５月６日(金)･20日(金) 10:00 ～ 15:00

常陽銀行鹿島支店

常陽銀行鹿島支店

税理士による
税務相談 ★

５月18日（水）

13:30 ～ 16:30

まちづくり市民セン
ター２階

関東信越税理士会 潮来支部
84-7339

児童相談 ★

５月10日（火）

10:00 ～ 15:00

保健センター

こども福祉課、または茨城県福祉
相談センター鹿行児童分室
0291-33-4119

こころの健康相談★ ５月９日（月）

13:30 ～ 15:30

保健センター

保健センター

① 10:00 ～
② 13:30 ～

保健センター

前日12:00までに予約
保健センター
82-6218

弁護士による
福祉法律相談 ★

年金相談 ★

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

５月11日（水）

時間

４月27日（水）
５月25日（水）

82-3512

82-6218

【精神保健家族の集い】こころの病を抱える方の家族どうしが集まり、情報交換や悩みの相談などを行っています。
毎月１回火曜日に開催中
（予約不要）
。

４月26日
（火）
、５月24日(火) ９:30 ～ 11:30

保健センター

【納期限のお知らせ】納期限…５月２日（月）

※ 費用に記載のないものは無料。
※ 申し込みの記載がないものは申し込み不要。

82-6218
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