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【毎月
日は交通安全の日】９月の活動重点は「 高齢者の交通事故防止 」です。
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かしまスポーツクラブ
吹矢教室会員募集（２期）

し・

の・

初心者向けクッキング
男の料理教室

９月25日(日)9:30 ～
鹿島公民館（まちづくりセンター）
10月５日
（水）～ 26日
（水）
の毎週水 ［対象］男性10人（先着、親子参加可）
曜日10:00 ～ 12:00（全４回）
1,000円
（材料費）
まちづくり市民センター（中央公 ［献立］きのこの混ぜご飯ほか
民館）体育館
［申込締切］９月20日(火)
1,000円
（会員500円）
市民団体ファーストペンギンネッ
かしまスポーツクラブ事務局
トワーク 渡辺さん
080-3489-3389
82-9042

ボーイスカウト
募集説明会を開催します

９月25日（日）14:00 ～ 15:30
神栖市／中央公民館
［対象］幼稚園･保育園の年長～小･中
学生と保護者
入団時2,000円、活動費 １カ月1,500
円、賛助会費年額9,000円
ボーイスカウト神栖第一団
山下さん
92-5976

第１回はまなす公園ギャラリー
作品展 作品を募集

ハローワーク常陸鹿嶋
障害者就職面接会
９月27日（火）13:00 ～
鹿島セントラルホテル新館
［求職者の持ち物］履歴書（複数枚）、
障害者手帳
求人事業主、求職者ともに事前に下
記にご連絡ください。
ハローワーク常陸鹿嶋･障害者担当
83-2318

動物愛護月間
わんわんイベントのお知らせ

10月22日
（土）10:00 ～
行方市／麻生運動場体育館
［対象］市内在住で身体障害者手帳を
持っている方。
※送迎についてはご相談ください。
500円（昼食代）
［申込期限］９月15日（木）
鹿嶋市身体障害者福祉協議会
82-2621
83-0242
K-sinsyo@sopia.or.jp

［内容］犬のしつけ講座、DVD上映『犬
を飼うということ』
※犬の迷子札を配布します。
９ 月18日（ 日 ）13:30
～ 15:30
まちづくり市民センター（中央公民
館）
２階エコ広場
［対象］小学生以上
［講師］茨城県動物愛護推進員
かしま環境ネットワーク 麻生さん
82-2554

交通防災課

元気いばらき就職面接会
～県内の約20社が参加～

［内容］ジャンルや年齢を問わず、ギ
ターによる演奏を楽しむサークルです。
９月27日(火)13:30 ～ 15:30
毎週水曜日18:30 ～ 21:00
鹿嶋勤労文化会館 ※予約不要
大野ふれあいセンター
［対象］学生を除く若年者･離職者など
１カ月1,000円
［持ち物］履歴書（複数枚）
OJBギター愛好会 今泉さん
いばらき就職支援センター鹿行地
090-9296-6585
区センター
0291-34-2061

鹿嶋人ギャラリー水彩画展
佐藤軍治「ヨーロッパの旅」
９月16日(金) ～ 28日(水)10:00 ～ 16:00
※最終日は10:00 ～ 13:00
鹿嶋人ギャラリー
77-8878

テニスを 始めよう 続けよう
2016テニス祭inかしま
９月22日（木･祝）※小雨決行
高松緑地公園テニスコート
［内容］9:30 ～テニス教室、
11:00 ～ 100万人ボレーボ
レー大会、早打ちボレー
ボレー大会、11:30 ～ターゲットテニ
ス、13:00 ～コート全面無料開放
［申込期限］９月15日(木) ※申込方法
などはホームページをご覧ください。
鹿嶋テニス連盟
83-1647
info@kashima-tennis-renmei.com
http://kashima-tennis-renmei.com/
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鹿行地区身体障害者スポーツ
大会参加者募集

［作品展日程］10月18日
（火）
～ 30日
（日）
大野潮騒はまなす公園
9:00 ～ 16:30 ※最終日は9:00 ～ 15:00
フリーマーケット開催
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
［出展資格］中学生以上＝１人２点以内
毎月第３日曜日に開催しています。
［出展規格］絵画＝10号～ 50号（要額
９ 月18日(日)9:30 ～ 15:00
装）、書＝半切～半切三分の一（額装ま
※雨天中止
たは軸装、台紙可）
はまなす公園展望塔前広場
［募集期間］10月１日
（土）
～10日(月・祝)
※ 出 店 者 も 募 集 中。 １ 区 画(2ｍ ×
大野潮騒はまなす公園事務室
2m)＝500円、車両出店＝1,000円
69-4411
77-9533
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411
77-9533

一緒に演奏しませんか
クラシックギター会員募集

情・

※ 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。

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー

カシマ・インフォメーション・サロン
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鹿島セントラルモール屋内外

９月25日（日）14:20 ～ 16:20
【不妊について語ろう】同じ悩みを感じている方とお話ししてみませんか。
茨城県三の丸庁舎
（旧県庁）
１階相談室 ［申込期限］９月21日（水）
茨城県産婦人科医会
029-241-1130

30

時
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清塚信也
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保育や子育て支援の分野
＜建築CAD（JW-CAD)応用講座＞
認知症について知りたい、介護につ
に従事することを希望する
10月11日(火)･13日(木)･17日(月)･18
いて悩んでいるなど、日頃の悩みや相
方に対し、必要な知識や技
日(火)･20日(木)18:00 ～ 21:00(全５回)
談事を一緒に話しませんか。
能などを習得するための研修を開催し ［内容］建築CAD基礎講座を受講した
［内容］交流会、簡単ヨガ、ハンドマッ
ます。
方、および経験者を対象に実用課題図
サージ、フォークダンスなど
面の実習など
９月26日
（月）
、10月12日
（水）
・26 ［研修日程］10月上旬～平成29年２月
［使用予定ソフト］JW-CAD(Windows）
日
（ 水 ）、11月10日（ 木 ）・24日（ 木 ） ［申込期限］９月中旬
詳しくは下記へお問い合わせください。 ［募集人員］10人(抽選)
13:30 ～ 15:30
茨城県子育て人材支援センター
2,980円
（テキスト代など含む）
［対象］市内在住の認知症の方を介護
029-301-0294
９月14日(水)までに、往復はがき、
している方、認知症介護に関心のある
またはホームページから申し込み。
方＝15人
福祉自動車有償運送講習会
※１人１講座１枚で応募。連名不可。
［申込期限］9月15日（木）
受講者募集
〒311-2223 鹿嶋市林572-1
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123
茨城県立鹿島産業技術専門学院
10月25日(火)9:30 ～ 18:50
鹿嶋勤労文化会館
69-1171
［内容］介護施設などにおける安全な
http://business2.plala.or.jp/kasigise/
ひとり親家庭の母･父のための 送迎と介護の基礎知識を学びます。
パソコン初級講習会
※受講後
「福祉有償運送運転者講習修
了証書」
を発行します。
10月１日(土)･15日(土)、11月５日(土)・
ナタネを咲かせてみませんか
［対象］シルバー人材センター会員また
19日(土) 9:30 ～ 16:30（全４回）
ナタネの種を配布します
は60歳以上のセンター入会希望者で、
水戸市／クリエートＰＣ教室
運転免許証をお持ちの方＝７人
（選考）
９月８日
（木）～
［対象］パソコン初心者のひとり親家庭
［申込期限］９月26日(月)
（先着順合計600袋 ）
の母･父
（公社）
鹿嶋市シルバー人材セン ［配布場所］市役所２階
［募集人員］10人程度(先着) ※託児あ
市民活動支援 課、まち
83-5577
ターター
り(要予約、２歳以上)
づくり市民センター（中央公民館）
、鹿
2,000円
交付期日をお確かめ下さい
嶋人ギャラリー、FMかしま、ホテルが
［募集期間］９月５日(月) ～ 21日(水)
消防設備士講習会
んけ、大町商店会
茨城県母子家庭等就業･自立支援
［対象者］
甲種または乙種の消防設備
かしまミツバチプロジェクト
センター
029-233-2355
士免状の交付を受けた日以後、最初の
中川さん
84-7258
労働法や消費者トラブルなどを
４月１日から２年以内の交付者、およ
学べます 労働福祉講座
TBSドラマ
「コウノドリ」
などで話題沸騰！
び講習を受けた日以後、最初の４月１
注目のピアニスト
！
！
日から５年以内の交付者。
10月19日(水) ～ 11月16日(水)の 毎
なお、講習を受けずに上記期間を経
週水曜日18:30 ～ 20:00(全５回)
まちづくり市民センター
（中央公民館） 過した場合、免状返納命令の対象にな
りますので、必ず受講してください。
［内容］これからの労働者福祉運動、労
働法、消費者トラブル、認知症について ［講習区分･期日］消火設備（第１・２・
３類）＝10月13日(木)・11月10日(木)、
［対象］勤労者、事業の経営などをし
ピアノ・リサイタル
警 報 設 備（ 第 ４・ ７ 類 ）＝10月20日
ている方＝各回80人（先着）
(木)・11月17日(木)、避難設備・消火
［申込期限］９月30日(金)
月
日（日）
器（ 第 ５・ ６ 類 ）＝10月27日(木)・11
（一社）茨城県労働者福祉協議会
開演 14:00 （開場 13:30）
月25日(金) ※いずれも9:00 ～ 17:00
029-231-3503
鹿嶋勤労文化会館ホール
水戸市／茨城県建設技術研修セン
「うたあそびリトミック」＆ ター
[曲目] Baby.Good Bless You ～ドラマ
「えいごでいっぽ」参加者募集
「コウノドリ」メインテーマ～、ド
講習区分ごとに7,000円
９月12日(月) ～ 23日（金）に、鹿嶋 ビュッシー 月の光 ほか
うたあそびリトミック＝９月９日
消防署、大野消防署にある所定の用
全席自由 一般2,500円、高校生
(金)10:00 ～・11:00 ～、えいごでいっ
紙に必要事項を記入し、申込先に郵
ぽ＝９月15日（木）10:30 ～
（当日は各500円増）
以下1,000円
送または持参して申し込み。
［対象］１～３歳（未就園児）とその保
［チケット発売方法］９月３日
（土）
［ 申 込 先 ］〒310-0063 水 戸 市 五 軒 町
護者＝いずれも10組（先着）
9:00 ～鹿嶋勤労文化会館窓口で販売
1-4-19 (一社)茨城県消防設備協会
いずれも500円
※電話予約は、発売日の13:00 ～
鹿嶋消防署
82-0119、大野消防
NPO法人ニューライフカシマ
下記電話番号にて受け付け。
署
69-0119（いずれも予防グルー
21
82-0793
鹿嶋勤労文化会館 83-5911
プまで）
nk21office@sopia.or.jp
（受付時間9:00 ～ 20:00 月曜休館）

【鹿島セントラルモール ハロウィンフェスティバル】会場ステージにてパフォーマンスして頂ける方、体験・展示ブースの出展者を募集しています。

子育ての分野に従事したい方へ
子育て支援員研修

開[催日時

ウェルポート鹿嶋の郷
認知症の理解を深めよう

