【毎月 日は交通安全の日】 月の重点目標は「 行楽期における交通事故防止 」です。ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った計画を立て、こまめな休憩をとりながら安全
交通防災課
運転に心がけましょう。
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全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間
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11月は労働保険適用促進
強化期間です
労働者（アルバイトを含む）を1人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。
労働保険は、労働者とその家族、ま
た事業主を守るための制度です。
加入手続き方法や、詳しい保険制度
についてはお問い合わせください。
茨城労働局労働保険徴収室
029-224-6213 または
鹿嶋労働基準監督署
83-8461
ハローワーク常陸鹿嶋
83-2318

自動車税の納め忘れに
ご注意ください

セクハラや、夫･パートナーからの
暴力、ストーカーなど、女性に対する
あらゆる人権侵害について、人権擁護
委員、法務局職員が相談に応じます。
11月14日（月）～ 20日（日）8:30 ～
19:00（土･日曜日は10:00 ～ 17:00）
［相談電話番号］0570-070-810（全国
共通ナビダイヤル）
水戸地方法務局人権擁護課
029-227-9919

平成29年度 正職員募集
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会

［業務内容］社会福祉協議会における一
般事務および地域福祉推進に関する業務
［受験資格］鹿嶋市および近隣市町村
に居住することができ、普通自動車免
許を有する昭和56年４月２日以降生ま
れの方。
※社会福祉士または精神保健福祉士の有
資格者、または取得見込みの方は優遇。
［採用日］平成29年４月１日
法テラス茨城 in 鹿嶋市
［試験日程］12月10日(土)※書類審査あり
弁護士による無料相談会です
［応募締切］11月21日(月)
履歴書(写真添付)を下記へ郵送(簡
11月15日(火)13:00 ～ 16:00
または直接持参して申し込み。
まちづくり市民センター(中央公民館） 易書留)、
［対象］東日本大震災時に鹿嶋市に居
〒314-0012 鹿嶋市平井1350-45
住していた方、または資力・資産が法
鹿嶋市総合福祉センター内(社福)鹿嶋
テラスの基準に該当する方
82-2621
市社会福祉協議会 総務係
［募集人員］10人程度(先着・要予約)
職業訓練で就職へのステップを
法テラス茨城
0503383-5390

自動車税は、毎年４月１日現在で自
動車を所有している方に課税されま
す。売却により手放した場合などの名
平成29年度学院生募集
義変更や、転居した場合の住所変更は
平成28年度
運輸支局で登録変更手続が必要です。
［募集訓練科］①プラント保守科( ２年
平井地区防災訓練のお知らせ 訓練②生産CAD科( １年訓練)
また、納期限を過ぎても未納の方は、
滞納処分の対象となり、財産調査のう
［試験日］12月16日(金)
11月20日(日)9:00 ～
え給与・預金差押やタイヤロックなど
地区避難場所に集合後、平井中学 ［出願締切］12月12日(月)
の処分を受けてしまいますので、至急
詳しくはお問い合わせください。
校へ移動。
納めてください。
［対象］平井地区住民、平井小学校児
茨城県立鹿島産業技術専門学院
童、平井中学校生徒
登録変更については茨城運輸支局
69-1171
050-5540-2017、自動車税については茨 ［内容］避難訓練、消火訓練、防災講習、
AED講習、炊出訓練、煙・地震体験
72-0482
城県行方県税事務所 収税課
平井公民館(まちづくりセンター )
お気軽にご相談ください
介護の基本知識・技術を学ぶ
83-4228

歯のなんでも電話相談

ふだん歯医者さんに聞けないことや、
入れ歯、インプラント、矯正、お子さ
んの歯の悩み、口臭の悩みなど、歯に
関する悩みに歯科医師が直接お答えし
ます。下記までお電話ください。
11月20日(日)14:00 ～ 17:00
（一社）
茨城県保険医協会
029-823-7930

Ｓマーク（標準営業約款制度）
をご存知ですか
Ｓマークを掲出している「理容店」
Ｓマーク
「美容店」
「クリーニン
グ店」
「めん類飲食店」
「一般飲食店」は、厚
生労働大臣の認可を
受けた約款に基づき
営 業 し て い る 安 全・ 厚生労働大臣認可
安心なお店です。
（公財）茨城県生活衛生営業指導セ
ンター
029-225-6603
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【フリーマーケット出店者募集】

「介護スタッフ講習会」全４回

～あなたも講師に～
「かしま灘楽習塾]市民講師募集
教養、手作り作品、音楽、運動など
の専門知識を活かして講師になって教
えてみませんか。期間は、１年間（月
１回または２回）です。
＜講師募集説明会＞
11月11日(金)・12日(土)13:00 ～
まちづくり市民センター (中央公民館）
２階
かしま灘楽習塾
85-2601(火～金曜日9:00 ～ 16:00)

どなたでも気軽に健康づくり
太極拳を体験してみませんか
毎週火曜日19:00 ～ 21:00
平井公民館(まちづくりセンター）
平井太極拳同好会 内野さん
0903680-5352、山口さん
92-1024(不在
時はメッセージを残してください)
11月20日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止

１区画(2ｍ×2ｍ)500円、車両出店1,000円

12月５日(月) ～８日(木)10:00 ～ 16:00
ニチイ学館水戸校 鹿嶋教室
［対象］シルバー人材センター会員また
は満60歳以上のセンター入会希望者で、
就業希望の方＝15人（選考あり）
［申込締切］11月22日（火）
（公社）鹿嶋市シルバー人材セン
ター
83-5577

アシストタイム事業
参加者・ボランティア募集
12月３日(土)10:00 ～ 12:00
鹿嶋市総合福祉センター 娯楽室
［内容］みんなでレクリエーションを
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］11月18日（金）
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621
はまなす公園展望塔前広場

大野潮騒はまなす公園事務室

69-4411(月曜休館)

※ 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。

教育講演会・授業公開＝11月24日
(木)9:30 ～ 12:00
授業公開・教材展示＝11月25日(金)9:30
～ 12:00
教育講演会・授業参観希望の方は
11月16日(水)ま で に フ ァ ッ ク ス(① 参
加希望日②氏名③性別④電話・ファッ
クス番号を記入)で下記に申し込み。
茨城県立鹿島特別支援学校
羽成さん
82-7700
84-1576

11月27日(日)9:30 ～
鹿島公民館(まちづくりセンター )
［対象］男性10人(親子参加可)
1,000円
（材料費）
［申込締切］11月22日(火)
NPO法人 ファーストペンギンネッ
トワーク 渡辺さん
080-3489-3389

伝統文化に触れてみませんか
こども茶道体験教室
11月19日 (土)14:00 ～ 15:00
平井公民館(まちづくりセンター )
［募集人員］20人(先着)
500円
（抹茶・菓子代）
NPO法人 あっとホームたかまつ
根本さん
090-8303-7442

認知症講演会
「認知症診療で思うこと」
11月17日(木)13:30 ～ 15:30（受付13:00）
行方市／レイクエコー 大研修室
［内容］講演会、本人・家族の体験談
［講師］鹿島病院 院長 高濱浩輔先生
［募集人員］120人
電話またはファックス(①住所②氏
名③電話・ファックス番号を記入)で
下記へ申し込み。
［申込締切］11月４日（金）
茨城県潮来保健所 保健指導課
66-2174
66-1613

こども環境スクール
～来て見て感じて秋の彩り～

「キッチンから考える暮らし
と家計」家事と家計の講習会
11 月18日(金)10:00 ～ 11:30
鹿島公民館(まちづくりセンター )
300円(資料代)
潮来友の会 小澤さん
69-1801

日本舞踊を披露します
第32回 鹿扇会

ネイチャーゲームを通して、自然と触
れ合いながら楽しく遊んでみませんか。
11月26日(土)9:45 ～ 11:30(受付9:30)
潮来市／茨城県水郷県民の森
［対象］小学生以上＝15人
※小学生は保護者同伴
［申込締切］11月19日（土）
かしま環境ネットワーク 井口さん
090-9955-5907

11月20日(日)10:00 ～
鹿嶋勤労文化会館
鹿扇会 香嶋さん
83-0752

鹿島セントラルモール
フリーマーケット開催
11月20日(日)、12月18日(日)9:00 ～
15:00 ※雨天中止
鹿島セントラルモール北側
１区画500円 ※最大３区画まで
カシマ・インフォメーション・サロン
92-3557(9:00 ～ 17:00、土曜休館)

y.iguchi@hitachikk.jp

子どもの笑顔で地域も育つ
講演会
「外あそびのススメ」
第１回あかね会チャリティ
カラオケフェスティバル
12月18日(日）9:30 ～ (受付9:00)
大野ふれあいセンター
※チャリティ募金と主催者からの寄付
金は、大野公民館地区まちづくり委員
会へ、
「 車いす用電動昇降機」設置費用
として寄付されます。
あかね会 代表 平川さん
090-8309-7526

12月３日(土）13:30 ～ 15:30
鹿嶋勤労文化会館 ２階研修室
［講師］日本冒険遊び場づくり協会
天野秀昭さん
［募集人員］180人※託児あり(要予約)
同日午前中に
「あそび場」
を開催しま
す。
詳しくは下記へお問い合わせ下さい。
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
822621、どろんこきっず加藤さん 0902222-0795

第２回鹿嶋市第九交響曲コンサート
チケット販売
13歳から81歳までの幅広い年齢層により構成される市民合
唱団と、オーディションにて選ばれた若手ソリストが、本格的
オーケストラをバックに
『歓喜の歌』
を歌い上げます。本市の
年末行事としてお楽しみください。
12月11日（日）14:00 ～（開場13:15 ～）
鹿嶋勤労文化会館 ホール
［曲目］ベートーヴェン作曲交響曲第９番二短調(全曲)
◆チケット販売
一般＝2,500円、高校生以下＝1,000円
※全席指定（当日は500円増）、未就学児入場不可
［販売場所］鹿嶋勤労文化会館、エフエムかしま
鹿嶋勤労文化会館

83-5911

【たまさろん(料理教室)参加者募集】
障害者手帳をお持ちの方＝10人

11月14日(月)10:00 ～※雨天順延
［対象］・いも堀りは障がいのある方、
70歳以上の方＝30人(先着)
・いも煮会はどなたでも参加自由
鹿嶋市津賀1714 NPO法人 かたつ
むり工房
69-6331(7:00 ～ 8:00のみ対応可)

今年の冬は 雪国体験！
ウィンターチャレンジ2016参加者募集
平成29年１月４日(水) ～６日(金) ２泊３日
［行き先］福島県／会津高原 高畑スキー場
［内容］スキー、スノーシュー、スノーキャ
ンドル、スノーモービル体験など
［対象］市内の小学校に在籍する５・６年生
＝30人(抽選)
27,000円
（宿泊費、交通費、スキーウェア・スキー
レンタル料、保険料など）
11月９日(水)までに、カシマスポーツセンター、
高松緑地公園管理事務所、鹿嶋勤労文化会館または
スポーツ推進課(かしまスポーツナビからダウンロー
ド可)にある参加申込書に記入し、下記へ持参。

NPO法人 鹿嶋市体育協会（カシマスポーツセン
ター内） 83-1600
83-1633

11月30日(水)10:00 ～ 13:00(受付9:30 ～ )
500円

みんなの居場所
「たまり場オー
プン」
いも堀り・いも煮会

保健センター［対象］市内在住で身体

鹿嶋市身体障害者福祉協議会事務局

82-2621

83-0242
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【 月 日～ 日は税を考える週間です】 今年は「くらしを支える税」をテーマとして、税の役割、適性・公平な課税と徴収の実現に向けた国税庁、国税局および税務署の取り組み

茨城県立鹿島特別支援学校
学校公開

や税に関する情報について紹介します。また「マイナンバーの導入」に向けた情報も提供しています。［国税庁ホームページ］ http://www.nta.go.jp/

初心者向け料理教室
クリスマスメニューを作ろう
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