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茨城県調理師試験
願書記入指導・試験準備講習会
鹿嶋市ファミリー・サポート・
センター 子育て講座
①７月15日(金)総合福祉センター
10:00 ～ 11:30 ②７月29日(金)保健セン
ター 10:00 ～ 13:00 ※いずれも受付は
9:30 ～、どちらか１回のみ参加も可。
［内容］①講演
「子育てサポート もしも
の時の対処法」②簡単！子どもの軽食メ
ニュー (調理実習) ※託児５人程度あり
［募集人員］各20人（先着）
②のみ100円
［申込締切］７月８日（金）
鹿嶋市ファミリー ･サポート･セ
ンター
83-4811

鹿嶋神の道のガイド研修員を
募集します
［対象］鹿嶋の歴史と自然に関心のあ
る方
［ 研 修 内 容 ］ 現 地 研 修 月１回、 月 例
ウォーキング･イベント時のガイド支援
［申込締切］７月31日(日)
鹿嶋神の道運営事務局
77-8878

初心者クラスのヨガを楽しむ
親子ヨガ教室
８月２日(火)10:30 ～ 11:30
カシマスポーツセンター柔道場
［募集人員］小学４～６年生とその親
＝15組（先着）
１組1,000円
（保険料など）
［申込締切］７月20日(水)
カシマシポーツセンター
83-1600
83-1633

体験してみませんか
トールペイント教室
７月７日(木)・14日
（木）13:00 ～ 15:00
まちづくり市民センター研修室
［募集人員］高校生以上＝10人（先着）
１回1,000円
（材料費など）
高松緑地温水プール
85-1158

どなたでも楽しめます
ユニカール教室参加者募集
７月９日～９月10日の指定する土
曜日 14:30 ～ 16:30(全６回)
まちづくり市民センター 体育館
［対象］小学４年生以上～高齢者
［講師］古川 千恵子さん
１回300円
かしまスポーツクラブ事務局
82-9042、古川さん
82-4535
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◇願書記入指導
７月３日(日) ～ 10日(日)
鉾田市／割烹よこ多
◇調理師試験準備講習会
９月７日(水)・８日(木)
鉾田市社会福祉協議会１階研修室
44,000円(受験料、テキスト代、昼
食代含む)
鉾田地方調理師会（割烹よこ多）
0291-32-6007

NPO法人ナルクかしま
会員募集説明会
７月10日(日)13:30 ～ 15:30
ナルクかしま事務所(角折1416-1)
［対象］ボランティアに関心のある方
NPO法人ナルクかしま
69-5866
堀さん
090-1694-3838

高松緑地温水プール
プール監視員募集
［対象］高校生以上
［勤務期間］７月20日(水) ～８月31日
(水)
［勤務日時］火～日曜日9:00 ～ 17:30
［時給］750円（交通費１日100円支給）
高松緑地温水プール
85-1158

見学･体験･初心者歓迎
軽快リズム民謡教室
毎週第１･ ３火曜日 19:00 ～ 20:50
大野ふれあいセンター
１カ月500円（音源･資料代）
軽快リズム民謡を楽しむ会
岩戸さん
090-3096-2600

シルバー人材センター
夏休み子ども教室
◇陶芸教室（マグカップ作り）
７月22日(金)9:00 ～ 12:00
総合福祉センター 陶芸室
［募集人員］小学生＝20人（先着）
700円
◇カラフル輪ゴムのブレスレット作り
７月29日(金)10:00 ～ 12:00
いきいきサロンひまわり
［募集人員］小学生＝20人（先着）
300円
（公社）鹿嶋市シルバー人材セン
ター
83-5577

情・

報

鹿島製鐵所
個人工場見学会を実施します
［実施期間］７月19日（火）～８月31日
（水）
（土･日曜日、祝日を除く）
※８月20日（土）に限り休日も開催
［見学時間］10:30 ～ 12:00または14:30
～ 16:00 ※8月20日 は10:00 ～ 12:00、
または14:30 ～ 16:30
［募集人員］小学生以上＝各回30人（中
学生以下は保護者同伴）※8月20日は
70人
見学希望日の２週間前までに、電
話予約後、申込書を提出。
新日鐵住金（株）鹿島製鐵所
工場見学係（人材育成センター内）
90-3616 (受 付8:30 ～ 17:00 ※土･
日曜日、祝日を除く）

ホタル再生をめざして
ザリガニ釣り大会
７月30日(土) 9:00 ～ 11:30(受付8:30 ～ )
※雨天時は７月31日(日)
鹿島神宮御手洗公園 ひょうたん池
［持ち物］帽子、タオル、飲み物、バ
ケツ ※釣竿、えさ、網は主催者で準
備します。３歳以下は保護者同伴。
１家族100円
かしま水を考える会 田口さん
84-1369

書道作品を展示します
第30回一稻書院展
７月１日（金）～３日（日）10:00 ～
17:00 (最終日は15:00まで)
鹿嶋勤労文化会館
いっとう
一稻書院書道会 林さん
82-0331

県立鹿島産業技術専門学院
オープンキャンパス
７月10日(日)・25日(月)、８月５日(金)
9:30 ～ 11:30、13:30 ～ 15:30
茨城県立鹿島産業技術専門学院
［内容］学院ガイダンス、体験授業(プ
ラント保守科、生産CAD科)
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171

レジン・デコ・ビーズなど
手芸体験教室
７月16日(土)･17日(日)10:00 ～ 11:30、
13:00 ～ 14:30 (時間内随時受付)
まちづくり市民センター研修室202
［対象］小学生以上の方
材料費などの実費100 ～ 500円程度
鹿嶋市手芸連盟 網中さん
090-4736-9213

※ 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。

大野囲碁クラブ
囲碁大会参加者募集
７月31日（日）9:00 ～
大野ふれあいセンター２階
500円
の ぶ た
大野囲碁クラブ 信田さん
69-2850

大野囲碁・将棋クラブ
夏季囲碁・将棋大会
７月24日（日）9:00 ～ 16:00
大野ふれあいセンター２階和室
500円（賞品代）、昼食は各自
大野囲碁・将棋クラブ 宮内さん
090-6515-7670

講演「若年性認知症の本人・
家族の悩み･困難･抱える問題」
７月21日（木）13:30 ～ 15:45
鹿嶋勤労文化会館ホール
［講師］三橋良博さん
（公財）鹿島病院 認知症疾患医療セ
ンター事務局
82-1271

茨城県消費生活センター
夏休み親子生活教室
＜スナック菓子について調べてみよう＞
８月２日(火)10:00 ～ 12:00
［対象］小学１～２年生とその保護者
［募集人員］15組30人
（先着）
＜LEDでオリジナルランプをつくろう＞
８月３日(水)10:00 ～ 12:00または
13:00 ～ 15:00
［対象］小学３～６年生とその保護者
［募集人員］各20組40人
（先着）
水戸市／茨城県消費生活センター
［申込期間］７月４日(月) ～８日（金）
茨城県消費生活センター 相談試
験課
029-224-4722（受付時間 8:30
～ 17:15）

ミニ博物館ココシカからの
お知らせ

７月25日(月)10:00 ～ 12:00
総合福祉センター娯楽室
［募集人員］市内在住で身体障害者手帳を
持っている方、活動に賛同する方＝15人
300円
［申込締切］７月19日(火)
鹿嶋市身体障害者福祉協議会
82-2621

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。
７月17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

[受験資格] 警察官Ａ＝昭和62年４月２
日以降に生まれた方で、大学(短期大
学を除く)を卒業した方、または平成
29年３月31日までに卒業見込みの方。
もしくは人事委員会が同等と認める
方。警察官Ｂ＝昭和62年４月２日～平
成11年４月１日までに生まれた方で警
察官Ａの受験資格に該当しない方。
※いずれも身体基準あり
[申込期間] ８月23日(火)まで ※インター
ネットの場合８月22日(月)17:00まで
[試験日] 第１次試験＝９月18日(日)
＜鹿嶋警察署での説明会＞
７ 月23日（ 土 ）、 ８ 月20日(土)い ず
れも10:00 ～ 12:00
鹿嶋警察署警務課
82-0110

平成28年度鹿島地方事務組合
消防本部消防職員採用試験

EMで川･湖･海をきれいにする
［受験資格］①高校卒＝平成７年４月
全国一斉浄化作戦を行います ２日～平成11年４月１日生 ②短大卒
＝平成５年４月２日～平成９年４月１
日生 ③大学卒＝平成３年４月２日～
平成７年４月１日生※いずれも平成29
年３月卒業見込み含む
［募集人員］消防吏員10人程度
［試験日･内容］第１次＝９月18日（日）
学科試験､適性検査､小論文
［試験会場］神栖市／鹿島地方事務組
合消防本部
（月）～８月19日
（金）
平成28年度裁判所職員一般職 ［申込期間］７月４日
17:00 ※願書は下記にて配布。
試験
（裁判所事務官･高卒者区分）
鹿島地方事務組合消防本部消防課
［受付期間］インターネット＝７月12日
97-3614
（火）
10:00 ～ 21日
（木）
、
郵送＝7月12日(火)
毎月１日は交通安全の日
～ 15日(金)※消印有効、簡易書留で送付
［第一次試験］９月11日（日）
７月の活動重点は、
水戸地方裁判所事務局総務課人事
「夏休み期間中におけ
第一係
029-224-8421
７月18日(月･祝)10:00 ～ 12:00
※雨天時は順延
［集合］10:00にかたつむり工房集合後、
北浦湖岸へ移動
［内容］北浦へEMだんご投入浄化活動
NPO法人かたつむり工房平井さん
69-6331(電話は7:00 ～ 8:00のみ)

http://www.courts.go.jp/saiyo/
index2.html

る交通事故防止」です。安全運転
で楽しい夏休みを。
交通防災課

平成28年度自衛官募集
※詳しくはお問い合わせください。

受付
対象
試験日

◇ココシカつれづれ草③
７月９日(土)10:00 ～ 12:00
［内容］
「邪馬台国と卑弥呼」
（お話）
◇門前三の市
７月16日(土)9:00 ～ 15:00
※16:00 ～ 19:00音楽の夕べ
「ほろ宵市」
卜伝にぎわい広場
◇「市民活動の紹介」に参加しませんか
パネル(103㎝×73㎝)に日頃の活動
内容を紹介してください。
［ 展 示 期 間 ］ ９ 月22日(木･祝) ～ 10月
23日(日)
ミニ博物館ココシカ
94-8161

平成28年度茨城県警察官
採用試験（第２回）

鹿嶋市身障協たまさろん
笑いヨガに参加しませんか

航空学生

自衛隊茨城地方協力本部
百里分駐所 0299-52-1366
募集課募集班 029-231-3315

一般曹候補生

自衛官候補生

７月１日（金）〜９月８日（木）(締切日必着)
※自衛官候補生（男子）は年間を通じて受付･試験
平成29年４月１日現在、

平成29年４月１日現在、 採用月の１日現在、
18歳以上27歳未満

高卒
（見込含）
以上21歳未満 18歳以上27歳未満
１次＝９月22日（木･祝）
２次＝10月中旬
３次＝11月〜 12月

（金）
ま 女子＝9月23日（金）
１次＝９月16日
たは17日
〜 27日（火）のうち
（土）
２次＝10月上〜中旬 指定する１日
鹿嶋市役所

82-2911（代表） 12

