《 鹿嶋市内交通事故件数 １２６件、死者数 ７人 （９月７日現在）※平成
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ワーク・ライフ・バランスの
取り組みを宣言しませんか
全国一斉！
法務局休日相談所
法務局職員、司法書士、土地家屋調
査士、公証人、人権擁護委員が相談に
応じます。
（要予約・秘密厳守）
10月２日(日)10:00 ～ 16:00
※受付は15:00まで
［相談内容］土地の境界争い、相続･贈
与･売買などの登記手続き、近隣トラ
ブル、セクハラ、いじめ、DV問題など
水戸地方法務局
029-227-9911

面談と電話で相談できます
行政書士による相談会

年１月１日からの累計 》

遺言、相続、各種許認可手続きなど
の相談に直接お答えします。
10月８日(土)・19日(水)10:00 ～ 16:00
鹿嶋勤労文化会館会議室
＜電話による相談＞
28
10月の毎週木曜日13:00 ～ 17:00
［相談電話番号］029-305-3731
茨城県行政書士会 鹿行支部事務局
97-1678

10月15日(土)9:30 ～
12:30
［相談電話番号］029-228-0600、029228-0602
茨城県社会保障推進協議会
029-228-0600

ウェルポート鹿嶋の郷
「家族介護講座」参加者募集

ツイッター初心者基本編

９月29日(木)10:30 ～
鹿嶋勤労文化会館など
［内容］基本操作説明など
［対象機種］今回はiPhoneのみ
［募集人員］10人
１,000円
（資料代）
市民団体ファースト ペンギン
ネットワーク 二宮さん
77-5039

小山記念病院 市民公開講座
がん予防のための料理教室

鹿島産業技術専門学院
スキルアップセミナー
＜機械CAD(AutoCAD)基礎講座＞
11月７日(月)・８日(火)・10日(木)・
14日(月)・15日(火)・17日(木)18:00 ～
21:00 (全６回)
［内容］基本的な機械図面の作成実習ほか
［募集人数］10人（抽選）
10月５日(水)までに、往 復は が き、
またはホームページから申し込み。
〒311-2223 鹿嶋市林572-1
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171
http://business2.plala.or.jp/kasigise/

誰でも簡単にできます
「コーヒー焙煎」ミニ講座
10月25日(火) ・30日(日)9:00 ～ 12:00
豊郷公民館
（まちセン）
調理室
［募集人員］いずれも20人（先着）
［講師］後藤敏夫さん
（珈琲&陶芸愛好家）
1,000円
（材料諸費、鹿嶋焼カップ付）
かしま灘楽習塾
85-2601(火～金曜日の9:00 ～ 16:00）
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茨城県ではワーク・ライフ・バラン
９月24日(土)10:00 ～（受付9:45 ～）
ス（仕事と生活の調和）の取り組みを広
鹿島公民館（まちセン）料理実習室
げていくため、11月を「いばらきワー
500円（材料費）
ク・ライフ・バランス推進月間」とし、 ［持ち物］エプロン、三角巾、
11月16日を「県内一斉ノー残業デー」 お手拭きタオル
とするほか、11月7日～ 13日（大好き ［募集人員］16人
いばらき週間）に休暇取得キャンペー
小山記念病院 栄養管理室
ンを実施します。
85-1122
この推進月間に向け、企業・団体の
かしまスポーツクラブ
皆さんから、月間中の取り組みを宣言
バランスボール教室
する、
「 取組宣言書」の提出を募集して
います。働きやすい職場作りに共に取
10月 ６ 日(木) ～ 12月15日(木)の 毎
り組みましょう。
週 木 曜 日9:30 ～ 10:15 (12月1日 を 除
く全10回) ※ヨガマット持参
茨城県労働政策課
鹿嶋勤労文化会館リハーサル室
029-301-3635
http://www.pref.ibaraki.jp/
3,000円(会員2,000円)
［募集人員］高校生以上＝15人（抽選）
shokorodo/rosei/rodo/index.html
高松緑地温水プール
85-1158

［内容］①施設見学、茶話会＝9月29日
(木)11:00 ～ 12:30、②救命救急士に学
「法の日」司法書士法律相談を ぶ、身近に起こり得る事故への対処法
＝10月 ５ 日(水)10:00 ～ 11:30、 ③ 身
実施します
体介護の技術＝10月19日(水)10:00 ～
11:30 ※１回のみの参加も可
10月１日(土)10:00 ～ 15:00
①③ウェルポート鹿嶋の郷、②鹿
鹿嶋勤労文化会館
［相談内容］借金、土地･建物、相続、 嶋消防署
裁判、会社などに関する相談およびこ
①のみ500円（昼食代）
れに関する登記相談(予約不要)
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123
茨城司法書士会
初心者向けSNS活用講座
029-225-0111(当日電話相談可)

国保・医療・介護なんでも
電話相談室

情・

※ 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。

鹿嶋神の道フォトコンテスト
作品を募集します
鹿嶋神の道の、四季折々
の風景、祭事などのスナッ
プ写真を募集します。
［応募要領］①サイズはA ４判フチあり
②要タイトル、撮影期日 ※応募は１
人５点まで。優秀作品は鹿嶋神の道に
版権を譲渡して頂きます。
［応募締切］10月28日(金)
鹿嶋神の道運営事務局
77-8878

各 種 相談
相談名

ミツバチ飼育見学と活動説明会を行
います。※要予約
９月25日(日)8:30 ～
猿田地区蜂場
代表 中川さん
84-7258

はまなす公園ギャラリー作品展
作品（陶芸・木彫）を募集
［作品展日程］11月３日(木・祝) ～ 13日
(日)9:00 ～ 16:30 ※最終日は9:00 ～ 15:00
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
［出展資格］高校生以上＝１人２点以内
［募集期間］10月18日(火) ～ 23日(日)
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411
77-9533

10月８日(土) ～ 10月10日(月・祝)
9:00 ～ 16:30 ※最終日は9:00 ～ 15:30
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
代表 藤原さん
69-5649

障がいのある方たちの
合同作品展
９月21日(水) ～ 25日(日)
９:00 ～ 17:00
※最終日は9:00 ～ 16:00
まちづくり市民センター（中央公
民館）１階市民ギャラリー
鹿島あゆみの会 髙橋さん
82-5957

ＡＮＡＫ13周年フォーラム
家族の回復

10月２日(日)10:00 ～ 16:00
神栖市／平泉コミュニティセンター
ミニ博物館ココシカ
［内容］講演会、家族・本人の体験談、
「みんなでわいわい活動展」
アトラクションなど
市民活動の様子を紹介します。
1,000円
９月22日(木・祝) ～ 10月23日（日）
アナク（薬物依存症を抱える家族
等の会）事務局
ミニ博物館ココシカ
94-8161
090-3215-7850

※相談はすべて無料 ★は要予約
日程

時間

場所

問い合わせ･申し込み

まちづくり市民セン （社福）鹿嶋市社会福祉協議会
ター ３階学習室１
82-2621

10月５日（水）

13:30 ～ 15:30

特設人権相談

10月４日（火）

10:00 ～ 12:00
水戸地方法務局鹿嶋支局
市役所３階会議室301
83-6000
13:00 ～ 15:00

年金相談 ★

10月13日（木）
11月10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

児童相談 ★

10月18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

税理士による
税務相談 ★

10月５日（水）・19
日（水）

13:30 ～ 16:30

まちづくり市民セン 関東信越税理士会
84-7339
ター ２階

こころの健康相談 ★

10月３日（月）

13:30 ～ 15:30

保健センター

保健センター

お酒に関する悩み何 10月19日（水）
11月30日（水）
でも相談 ★

10:00 ～また
は13:30 ～

保健センター

前日12:00までに予約
保健センター
82-6218

潮来支部

82-6218
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【精神保健家族の集い】こころの病を抱える方の家族同士が集まり、情報交換や悩みの相談などを行っています。毎月１回
火曜日に開催中
（予約不要）
。

10月18日
（火）９:30 ～ 11:30

保健センター

82-6218

10

収納課

福祉心配ごと相談

30

日（金）…固定資産税第３期、国民健康保険税第３期、後期高齢者医療保険料第３期

10月２日(日)9:00 ～
潮来ホテル
更新＝11,000円、失効＝16,000円
９月18日（日）までに、必要書類｛船
舶免許コピー１枚、写真（縦4.5cm×横
3.5cm）
２枚・住民票（本籍地記載）１枚｝
を添えて申し込み。
水郷ボートサービス㈱
63-1231

「趣味ゆうゆう」
パッチワーク・
日本画・押し花展

【納期限のお知らせ】納期限…９月

かしまミツバチプロジェクト
会員募集

船舶免許
更新・失効講習会

