【毎月
日は交通安全の日】６月の活動重点は「 梅雨期の交通事故防止 」です。安全運転にご協力をお願いします。
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「未来への道1000㎞縦断リレー
2016」
参加者募集

交通防災課

７月24日（日）～８月７日（日）の15
７月４日(月)･ ５日(火)･ ７日(木)･11日
日間で、青森から東京まで、東日本大
(月)･12日
（火）
・14日(木)18:00～21:00 (全
震災の被災地をランニングと自転車で
６日間)
６月１日～ 10日は
「電波利用環境保
つなぐリレーの参加者を募集します。
護周知啓発強化期間」です。電波は暮 ［募集人員］15人（抽選）
※鹿嶋市の通過は８月５日（金）です。
らしの中で欠かせない大切なものです。
2,980円
（テキスト代含む）
電波のルールはみんなで守りましょう。
６月８日(水)までに、往復はがき、 ［募集部門］①ふれあいランニング茨
城会場（カシマサッカースタジアムの
またはホームページから申し込み。
関東総合通信局
周囲約１. １㎞をゲストランナーとと
◆不法無線局による混信･妨害
茨城県立鹿島産業技術専門学院
もに走行。８月５日実施）
69-1171
03-6238-1939
② 一般ランニング・自転車＝１区間
◆テレビ・ラジオの受信障害
http://business2.plala.or.jp/kasigise/
約１～ 10㎞（自転車は10 ～ 30㎞）を複
03-6238-1945
鹿嶋ふるさとガイド育成講座
数名で走行。
◆地上デジタルテレビ放送の受信相談
受講生募集
※詳しくはホームページをご覧ください。
03-6238-1944
７月～ 11月の木曜日(午前中、月 ［申込締切］６月12日（日）
平成28年度労働保険
３ ～ ４ 回、10月29日 の み 土 曜 日
1000㎞縦断リレーホームページ
年度更新の申告･納付について
の 研 修 あ り) ※ 開 講 式 は ７ 月 ７ 日
http://www.1000km.jp/
(木)10:00 ～ 市役所３階会議室302
平成28年度の労働保険年度更新申
戦没者遺児による慰霊友好親
告･納付の期間は、６月１日(水) ～７ ［対象］受講後、鹿嶋ふるさとガイド
善事業参加者募集
月11日(月)です。申告の際は、年度更
に入会し、ボランティアとして活動で
新申告書受理相談会、コールセンター
きる20歳以上の方
この事業は、戦没者遺児に対する慰
をご利用ください。
［内容］鹿島神宮、市内の名所・旧跡
藉の一環として、戦没者の遺児が亡き
※平成28年４月１日から、雇用保険
について学びます。
父らの眠る地を訪れ、慰霊追悼を行うと
料率が引き下げられました。
［申込締切］６月30日(木)
ともに、現地の方々との友好親善を深め
ることを目的として行われています。日
鹿嶋市観光協会
82-7730
茨城労働局 労働保険徴収室
程など詳しくはお問い合わせください。
029-224-6213または各労働基準監
小山記念病院
［ 実 施 地 域 ］ 旧 満 州、 旧 ソ 連、 西 部
督署、各公共職業安定所
糖尿病教室
ニューギニア、ボルネオ・マレー半島、
茨城青年司法書士協議会
マリアナ諸島、東部ニューギニア、中
医 師･看 護 師･薬 剤 師 など 専 門 の ス
法律教室＆法律相談会in鹿嶋市 タッフと糖尿病について学びましょう。 国、トラック･パラオ諸島、ソロモン
諸島、ミャンマー、フィリピンなど
６月11日(土)13:00 ～ 14:00＝法律
６月25日(土)13:30 ～ 15:30
教室(相続･遺言の基礎知識)、14:15 ～
小山記念病院２階会議室
10万円
16:00＝法律相談会(複数の司法書士が ［募集人員］30人程度
（一財）日本遺族会事務局
法律相談に応じます。)
小山記念病院 栄養管理室
03-3261-5521
大野ふれあいセンター２階会議室
85-1122
茨城県歯科医師会
諏訪知子司法書士事務所
JCプログラムセミナー第２弾
よい歯のコンクール
77-5007
明確な目的意識と的確な判断力 ◆親と子のよい歯のコンクール
［対象］平成22年４月２日～平成25年
６月17日(金)19:00 ～ 21:00
４月１日に生まれた未就学児と父また
鹿嶋市商工会館３階多目的室
カシマスポーツセンター
は母
かしま青年会議所 笹沼さん
新規教室を開設します
［申込期限］６月17日(金)必着
090-8042-1708
◆8020高齢者よい歯のコンクール
①はじめてのエアロ（エアロビクス）
［対象］
昭和11年３月31日以前に生ま
偶数月の水曜日のうちの２回
れた方(80歳以上)で、自分の歯が20本
13:30 ～ 14:30 (受付13:00 ～ )
一緒に演奏しましょう
以上ある方
カシマスポーツセンター サブア
鹿島吹奏楽団団員募集
［申込期限］７月25日(月)必着
リーナ
［応募方法］いずれも、はがきまたは
②骨盤調整ストレッチ
毎週土曜日18:00 ～ 21:00
ファックス（郵便番号、住所、氏名、
神栖市波崎東ふれあい
奇数月の水曜日のうちの２回
ふりがな、性別、生年月日、電話番号、
13:30 ～ 14:30 (受付13:00 ～ )
センターほか
かかりつけ歯科医院名と電話番号を記
［募集パート］全パート
カシマスポーツセンター会議室
入）で申し込み。
※チューバは団所有楽器あり
［募集人員］②は30人（当日先着）
いずれも１回300円
１カ月 社会人3,000円、学生500円
茨城県歯科医師会
〒310-0911 水戸市見和2-292-1
カシマスポーツセンター
鹿島吹奏楽団事務局
83-1600
029-252-2561
029-253-1075
kasui_web@yahoo.co.jp
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※ 費用の記載がないものは無料。
※ 申し込みの記載がないものは申し込み不要。

お気軽にご参加ください
男の料理クラブ会員募集
毎月第３土曜日9:00 ～ 14:30
平井まちづくりセンター調理室
［対象］満60歳以上の男性＝４～５人程度
5,000円
（半年分）
榎本さん
69-6675、または中
村さん
69-8581

茨城県立鹿島特別支援学校
発達が気になる子の理解講座
６月18日（土）9:30 ～
茨城県立鹿島特別支援学校体育館
［内容］映画「みんなの学校」上映、茨
城大学 長谷川幸介先生による講演
ファックス(①氏名②連絡先を記入)
で申し込み。
茨城県立鹿島特別支援学校
82-7700
84-1576

（公社）茨城県看護協会
「看護の仕事」相談会
茨城県ナースセンターの
看護職専任就業相談員が相
談に応じます。
（ 予約不要、
履歴書不要。）
６月13日(月)13:00 ～ 15:00
ハローワーク常陸鹿嶋
（公社）茨城県看護協会･茨城県ナー
スセンター
029-221-7021

大野潮騒はまなす公園
フリーマーケット開催
毎月第３日曜日に開催しています。
６月19日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止
はまなす公園展望塔前広場
※ 出 店 者 も 募 集 中。 １ 区 画(2ｍ ×
2m)＝500円、車両出店＝1,000円
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

「平和への証言」読み語り
ーひめゆりの絆ー
６月23日(木)13:00 ～
大野ふれあいセンター
さ か き
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
69-1696

税のスペシャリスト
第14回たすきで繋ぐ北浦一周
税務職員(国家公務員)を募集
ウォーキング
［受験資格］高等学校または中等教育

７月３日(日)8:30 ～ 12:00
学校を卒業した日の翌日から３年を経
［集合場所］行方市／レイクエコー
過していない方（平成28年４月１日現
［内容］①ウォーキングコース(約５㎞) 在）、および平成29年３月までに高等
②レイクエコー周辺の自然観察コース 学校または中等教育学校卒業見込みの
（約２㎞）
方
［募集人員］完歩できる方＝200人
［試験の程度］高等学校卒業程度
100円（保険料など）
［第１次試験］第１次試験９月４日
（日）
［申込締切］６月20日(月)
［申込期間］６月20日
（月）～ 29日
（水）
北浦水質レスキュー隊連絡会議
※原則インターネット申し込み
0291-33-6056
関東信越国税局人事第二課試験係
048-600-3111（内線2097）
鹿嶋の魅力を知ろう

まち歩きツアー

http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

①６月26日（日）②７月24日（日）い
平成28年度調理師試験および
ずれも10:00 ～ 12:00 ※雨天中止
製菓衛生師試験
［集合］①慈眼寺駐車場 ②鹿嶋斎苑駐
車場 いずれも9:30
＜調理師試験＞
［コース］①慈眼寺、愛宕神社など６㎞
10月８日(土)
②大福寺、じゃらんぼ遺跡など６㎞
水戸市／茨城大学水戸キャンパス、
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
阿見町／茨城県立医療大学
500円（買物券付き）
＜製菓衛生師試験＞
お気軽にご来場ください
①は６月24日（金）、②は７月22日
10月13日(木)
ミニ博物館ココシカ
（金）までに、ファックス（氏名、年齢、
水戸市／水戸合同庁舎
◆伝統和紙人形展
住所、電話番号を記入）で申し込むか、 ［願書配布］茨城県内保健所にて配布中
下記に来店して直接申し込み。
７月３日(日)までの10:00 ～ 16:00
［願書受付］７月14日（木）・15日（金）
ミニ博物館ココシカ
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ に県内各保健所で受付
◆ココシカつれづれ草～古代史入門～
ラリー内）
77-8878（10:00 ～
茨城県潮来保健所 衛生課
「古事記･日本書紀･常陸風土記って何？」 16:00、木曜日定休）
66-2116
６月４日（土）10:00 ～ 12:00
ミニ博物館ココシカ
有毒植物による食中毒に気をつけましょう！
◆門前三の市
６月18日（土）9:00 ～ 15:00
有毒植物を山菜などと間違えて食べ、死亡する事案が発生しています。
卜伝にぎわい広場
食用と確実に判断できない植物は、絶対に食べないでください。
ミニ博物館ココシカ
94-8161

茨城県水郷県民の森
植物観察会
６月18日(土) 10:00 ～２時間程度
水郷県民の森ビジターセンター前
集合
［内容］園内を散策しながら植物を観
察します。
茨城県水郷県民の森管理事務所
64-6420

また、野草を食べて体調が悪くなった場合、すぐに医師の診察を受け
てください。
潮来保健所 衛生課
66-2116
食べられる植物

ニラ

ノビル

食べられない植物

スイセン

鹿嶋市役所
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