《 鹿嶋市内交通事故件数
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エフエムかしま第２回鹿嶋っ子
夏フェス キッズアナウンサー募集

件、死者数 ４人（６月６日現在）※平成

７月23日(土)10:00集合 (本番は13:00
～ 14:00)
まちづくり市民センター
73 ［内容］生放送での原稿読みや、イン
タビューなど ※７月9日(土)午前と18
日(月･祝)午後に事前練習を行います。
［対象］市内在住の小学生＝10人程度
※応募多数の場合は抽選
［申込締切］６月30日(木)
エフエムかしま
84-7777

アシストタイム事業
参加者・ボランティア募集

年１月１日からの累計 》

７月９日(土)10:00 ～ 12:00
鹿嶋市総合福祉センター娯楽室
［内容］障がいのある方と一緒にミュー
（昼食あり）
。
28 ジックケアを楽しみます
［対象］障がいのある方と家族、一緒
に参加できる方
100円
［申込締切］７月１日(金)
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

参加者を募集します

第19回 はまなす塩づくり体験
７月17日（日）8:00 ～（小雨決
行）※予備日＝18日（月･祝）
はまなすまちづくりセンターほか
［対象］①はまなす地区＝小学３年
生以上（人数制限なし）
②地区外＝小学３年生以上50人（先
着）
大人1,000円、こども700円（食
事代、保険料など）
７月３日
（日）16:30までに、参
加費を添えて下記に直接申し込み。

はまなすまちづくりセンター
69-6211
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認知症の学びを深めよう
～認知症の今に寄り添うために～

ゆが

体の歪みを改善
バランスボール教室
７月７日(木) ～９月８日(木)の毎週
木曜日11:00 ～ 12:00(全10回)
鹿嶋勤労文化会館リハーサル室
［対象］高校生以上15人（応募多数の場
合は抽選）
3,000円 ※ヨガマットを各自持参
［申込締切］６月30日(木)
高松緑地温水プール
85-1158

鹿島病院
糖尿病教室
７月２日(土)13:30 ～ 14:30
鹿島病院食堂
［テーマ］間食で得する人損する人～夏
のおやつ編～、はじめよう歯周病予防
［申込締切］７月１日(金)
鹿島病院
82-1271

７月７日(木)・21日(木)、８月12日
(金)・26日(金)10:00 ～ 11:30
［内容］認知症・周辺症状の理解と対
応について、交流会など
［対象］市内在住で認知症の方を介護し
ている家族、関心のある方＝15人程度
［申込締切］６月30日(木)
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

児童英会話
一般公開レッスン
６月25日(土)10:00 ～ 11:30
鹿嶋勤労文化会館
［内容］英語絵本の読み聞かせ、英語
でクラフト･ゲーム、保護者向け講演
など
NPO法人ニューライフカシマ21
0120-100-106

甲種防火管理者
資格取得講習会

基本動作から学ぶ
鹿嶋市弓道連盟弓道教室
７ 月 ７ 日(木) ～ ８ 月28日(日)の 木
曜 日19:00 ～ 21:00、 日 曜 日10:00 ～
12:00(全15回)
カシマスポーツセンター弓道場
［対象］市内在住・在勤の成人、高校生
＝15人
（先着）
3,500円
（足袋、下がけ、保険料）
６月22日(水)までにカシマスポーツ
センター（ 83-1600）
に申し込み。
鹿嶋市弓道連盟 小堀さん
83-5080

初心者向けはじめてクッキング
男の料理教室
６月26日(日)9:30 ～
鹿島まちづくりセンター調理室
［対象］男性10人(先着)
1,000円
（材料費）
［申込締切］６月22日(水)
市民団体ファーストペンギンネッ
トワーク 渡辺さん
080-3489-3389

７月27日(水)9:40 ～ 16:10および28
日(木)9:00 ～ 14:30
神栖市中央公民館 小ホール
4,700円
（当日支払い）
［募集人員］180人(先着)
６月27日(月) ～７月１日(金)に鹿嶋
消防署または大野消防署にある申込書
に必要事項を記入し、同署に申し込み。
鹿島地方事務組合消防本部予防課
97-3608

鹿島幼稚園
初夏のわくわくバザー
６ 月18日(土)9:30 ～ 14:00 ※ 雨 天
決行
［内容］父母の手作りによる味の名店
街、 雑 貨･食 器･お も ち ゃ ･絵 本･子 供
服などのリサイクル品
鹿島幼稚園
82-1907

広告

広告
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【会場変更のお知らせ】本紙６月１日号、暮らしの情報「催し」コーナーに掲載した６月23日（木）開催「平和への証言
読み語り」の会場が、まちづくり市民センターに変更になりました。

鹿嶋物語を語る会 賢木さん

69-1696

第38回MORIフォトクラブ写真展
「鹿島城山公園の夜桜」

７月22日(金)13:00 ～ 15:00
総合福祉センター集会室
［対象］ボランティア登録
者（個人・団体）、興味の
ある方
［申込締切］７月15日（金）
鹿嶋市ボランティアセンター
（鹿嶋市社会福祉協議会事務局内）
82-2621
83-0242

専門医がお話しします
こどもの成長に関する講演会

収納課

20th Anniversary

PUFFY TOURISTS 社で行く
PUFFYTOURS ホールで覚醒

小学生のアイデアを実現
仮装パレードin大町商店街
６月26日(日)13:00 ～ 15:30 ※雨天決行
大町商店街
［内容］仮装パレード、歌とダンスの
祭典(シカピース)、飲食コーナーなど
（公社）かしま青年会議所 栗林さん
090-3570-8028

9月24日（土）
開演 17:30 （開場 17:00）
鹿嶋勤労文化会館ホール
全席指定5,500円(税込)

92

［チケット発売方法］
6月25日(土)10:00から電話予約開始
★チケット予約センター
84-0222
(受付時間10:00 ～ 17:00)
※発売初日は、１回の電話で最大２
枚まで予約可。また、発売初日の窓
口販売は行いません。３歳以上有料。

時 ※雨天中止
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鹿嶋勤労文化会館
83-5911（月曜休館）

※相談はすべて無料 ★は要予約
時間

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

７月20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
［予約開始］
７月７日（木）8:30 ～
ター ３階学習室２
※先着７人
（年度で１回まで相談可)

７月14日（木）
８月４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

７月5日(火)･19日(火) 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 ★

７月６日（水）・20
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 ★

７月12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

弁護士による
福祉法律相談 ★

年金相談 ★

７月13日（水）

場所

１区画５００円 ※最大３区画まで、先着

82-3512

鹿島セントラルモール北側広場

日程

７月３日 日( ９
) 時～

行政相談

・市県民税第１期
・ 介護保険料第２期

３
- ５５７ ※土曜日休館

相談名

［納期限］６月３０日（木）

６月21日(火) ～ 26日（日）10:00 ～
16:00(最終日は15:00まで)
まちづくり市民センター 市民ギャ
ラリー
森さん
090-3913-8024

７月16日(土)13:15 ～ 14:50
神栖市保健･福祉会館２階
［テーマ］低身長をきたす治
療可能な疾患、小児のけい
あじさいウォーキング参加者募集
れん性疾患と発達障害につ
７月３日(日) 8:30 ～ 12:30
いて
［コース］茨城県水郷県民の森(潮来市)
［定員］60人(先着)
ファックス（①氏名・所属②参加人 を出発し、二本松寺など周辺約10㎞
500円（保険代など）
数を記入）で申し込み。
［申込締切］６月27日(月)
日本イーライリリー (株)
029-232-0781
029-232-0783
スポーツ推進課

各 種 相 談

納期限のお知らせ

カシマ・インフォメーション・サロン

活動紹介や交流会など
ボランティア情報交換会

【鹿島セントラルモールフリーマーケット出店者募集】

※ 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。

広告

広告

【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います。
毎月１回火曜日に開催中
（予約不要）
。

６月21日
（火）
、７月19日(火) ９:30 ～ 11:30

保健センター

82-6218
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区画

70

