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【毎月
日は交通安全の日】８月の活動重点は「 暑さ 睡･眠不足による過労運転防止 」です。
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個人事業税第１期分の納期限
は８月31日です

し・

の・

現地見学も実施します
鹿島港貿易実務セミナー

情・

報

第２期シニアプールメイト
生徒募集のお知らせ

交通防災課

泳げない方、水が苦手な方の水中運
鹿島港利用圏内で貿易に携わってい
動教室です。プールで健康づくりをし
る方や、これから貿易ビジネスを始め
個人事業税は、県内で事業を営んで
てみませんか。
る方を対象にした講座です。
いる個人の方に、前年の所得金額に対
８月24日（水）～ 26日（金）9:30 ～
８月30日(火) ～ 11月29日(火）
の火・
して課税される税金です。
16:30 ※26日は鹿島港・東京湾見学
金曜日11:00 ～ 12:30（全27回）
納期は、８月と11月の２期に分か
鹿島セントラルホテル
高松緑地温水プール
れています。今月は第１期分の納期と ［定員］30人（先着）
［内容］クロール中心
なっており、納期限は８月31日（水）で
15,000円
（テキスト代、昼食代など） ［対象］15回以上参加できる市内在住の
す。
60歳以上の方で、医療機関の健康診断
鹿島港振興協会事務局
なお、便利な口座振替制度がありま
を受け、診断書の提出ができる方
（診断
92-5551
すので、ぜひご利用ください。
料は１人7,000円を上限に補助金あり）
平成28年度 第１種フグ取扱者
茨城県行方県税事務所 課税第一課
［募集人員］25ｍ泳げない方＝20人
（先着）
講習会実施のお知らせ
72-0483
1,500円
（保険代など）
９月３日(土)
NPO法人かしまスポーツクラブ
高松緑地温水プール
水戸市／中川学園調理技術専門学校
14,040円
（税込）
85-1158
夏休みボランティア入門講座
［申込受付日］８月４日(木)･ ５日(金)
求職者支援訓練
参加者募集
9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 16:00
受講者募集
８月20日（土）10:00 ～ 14:30
［受付場所］潮来食品衛生協会事務局
総合福祉センター 集会室
（茨城県潮来保健所庁舎内）
［内容］基礎コース ビジネスパソコン基
［対象］小学生以上＝30人(先着)
礎科 訓練番号｢4-28-08-01-00-0017」
潮来食品衛生協会事務局
［内容］手話体験、点字体験（昼食あり）
９月15日(木) ～ 12月14日(水)
66-4805
［申込方法］電話またはファックス
（ボ
9:30 ～ 16:00
認定こども園こじか
ランティア入門講座と題し、
氏名、
住所、
キャリアスクールピュアメイト
保育者のための研修会
電話番号を記入）
で下記に申し込み
［募集人員］15人
［申込締切］８月12日（金）
11,642円
（テキスト代）
８月27日(土)9:30 ～ 12:00
鹿嶋市ボランティアセンター
認定こども園 こじか
８月18日(木)までに、ハローワーク
82-2621
83-0242
［テーマ］アドラー心理学を学ぶ
で求職申し込み・職業相談をし、申込
［講師］
ファミリーカウンセリング母
書を下記へ提出
いざという時のために
さかもと く に こ
親研究所代表
坂
［申込締切］
８月19日（金）消印有効
本
州
子さん
応急手当上級救命講習会
（有）ピュアメイト
認定こども園 こじか
82-0538
９月３日(土) 8:30 ～ 17:30
84-0700
放送大学
神栖市／鹿島地方事務組合消防本
初心者向けクッキング
10月生募集のお知らせ
部 ３階会議室
そせい
男の料理教室
［内容］心肺蘇 生法、AEDの
放送大学は、テレビなどの放送やイ
使用方法など
ンターネットを通して学ぶ通信制の大
８月28日(日)9:30 ～
［募集人員］鹿嶋市･神栖市
学です。
鹿島公民館（まちづくりセンター）
在住または在勤で、18歳以上60歳未
心理学、福祉、経済、歴史、文学、 ［対象］男性10人（親子参加可）
満の方＝20人程度（先着）
自然科学など、幅広い分野を学べます。
1,000円
（材料費）
［申込期間］８月２日(火) ～８日(月)
［出願期間］第１回＝８月31日
（水）ま ［献立］冷やし中華・エビチリ・春巻ほか
※土・日曜日除く
で、第２回＝９月20日(火)まで
［申込締切］８月23日(火)
鹿島地方事務組合消防本部 救急
市民団体ファーストペンギンネッ
放送大学茨城学習センター
救助課
97-3613
トワーク 渡辺さん
080-3489-3389
029-228-0683

広告

広告
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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。

霞ケ浦環境科学センター
夏まつり2016

一緒に楽しみませんか
パッチワーク仲間募集
福祉まつり みんなのひろば2016
出店者募集
10月22日(土)・23日(日)
い ず れ か１日、 各10:00 ～
16:00（7:30 ～準備可）
カシマサッカースタジ
アム周辺 みんなのひろば
［対象］福祉に関わる団体や施設など
［募集団体数］４団体程度 ※応募多数
の場合は抽選
使用する備品によって費用が変わ
ります。お問い合わせください。
［申込締切］８月26日（金）
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

アシストタイム事業
参加者・ボランティア募集
８月30日(火)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
ジックケアを楽しみます
（昼食あり）
［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］８月16日(火)
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

高松緑地公園
公園管理人募集
［業務内容］公園内の清掃
［募集人数］65歳以下の方＝１人
［勤務日時］月～金曜日（祝日、雨天休
み）9:00 ～ 15:00（休憩45分）
［給与］時給750円（交通費別途支給）
［募集開始］８月１日（月）～
NPO法人かしまスポーツクラブ
82-9042

「うちエコ診断」
参加家庭募集
家庭の省エネ対策の知識を持ったう
ちエコ診断士が、家庭のエネルギー使
用量などをふまえて診断を行い、各家
庭に合った「省エネ対策」を提案しま
す。
環境にもお財布にもやさしい家計に
お得なエコをはじめませんか。ぜひご
応募ください。
［診断期限］12月中旬まで
クールアースいばらき うちエコ
診断実施事務局｛（一社）茨城県環境管
理協会）｝ 029-248-7431

毎月第１金曜日
９:30 ～ 14:30
はまなす公民館
（まちづくりセンター）
１カ月1,000円
小原さん
82-7887

大野潮騒はまなす公園
フリーマーケット出店者募集
毎月第３日曜日に開催しています。
８月21日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止
はまなす公園展望塔前広場
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

「来て！見て！さわって！霞ヶ浦」を
テーマに、霞ヶ浦や環境問題について
楽しく学べます。ぜひご来場ください。
８月27日（土）10:00 ～ 15:30
土浦市／茨城県霞ケ浦環境科学セ
ンター
［内容］センター研究紹介、霞ヶ浦ク
イズラリー、おもしろ科学実験教室な
どの体験学習、環境保全団体などによ
る展示、飲食コーナーほか
※当日はセンターの駐車場利用はでき
ません。臨時駐車場または土浦駅東口
からの無料送迎バスをご利用ください。
霞ケ浦環境科学センター環境活動
推進課
029-828-0961

鹿嶋の魅力を知ろう
まち歩きツアー

平成28年度福祉のお仕事
地区別就職相談会

①８月28日
（日）
、②９月25日
（日）
各10:00 ～ 12:00※雨天中止
［集合場所］①9:30 鹿嶋市役所、②9:30
鹿行地区の事業所が参加します。
波野公民館（まちづくりセンター）
９月11日(日)13:00 ～ 15:00
［コース］①平光寺、桜花公園など６㎞、
鹿島セントラルホテル
［内容］求人事業者との個別就職相談・ ②神向寺、放光院など６㎞
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
面接、求職登録、求人情報提供など
各500円（買物券付き）
（社福）茨城県社会福祉協議会 茨城
県福祉人材センター
① ８ 月26日（ 金 ）ま で、
② ９ 月23日（ 金 ）ま で に、
029-244-4544
フ ァ ッ ク ス（ 氏 名、 年 齢、
認定こども園こじか
住所、電話番号を記入）で申し込むか、
未就園児親子教室
下記に来店して直接申し込み。
８月９日（火）10:30 ～ 11:30
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
(受付10:20 ～ )
ラリー内）
77-8878（10:00 ～
16:00、木曜日定休）
認定こども園こじか
［内容］水と砂で遊ぼう
［持ち物］水着、水筒
※毎週火曜日は園庭を解放しています。
認定こども園こじか
82-0538
82-0588

第21回かしまふるさと祭り
８月15日(月)
14:00 ～ 21:00
※ 雨 天 時 は16日(火)に 順 延、
16日が雨天の場合は中止。
大野潮騒はまなす公園 多目
的広場
[内 容] の ど 自 慢・ 芸 能 大 会、
納涼盆踊り大会、歌謡ショー、
大抽選会など
鹿嶋市商工会
82-1919

【鹿島はまなす家族会】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、第２火曜日13:00 ～開催中
（予約不要）
。

鹿嶋市社会福祉協議会

事務局渡邊さん

090-7716-9380
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