【毎月 日は交通安全の日】 月の重点目標は「 飲酒運転の根絶 」です。 月から１月の期間は、飲酒の機会が増える時期です。ドライバー自身はもちろん、
交通防災課
その周囲も飲酒運転は「しない！」「させない！」という強い意志を持ち、飲酒運転を根絶しましょう。
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鹿嶋の魅力を知ろう
まち歩きツアー
一人で悩まずご相談ください
少年相談コーナーのご案内
茨城警察本部少年課では、警察庁舎
以外の場所に少年サポートセンターを設
置し、少年相談コーナーを設けています。
少年の非行問題、犯罪被害に関し、
少年自身、保護者、教育関係者などか
らの相談に対応しています。
一人で悩まず気軽にご相談ください。
少年サポートセンター水戸
029-231-0900(月～金曜日、8:30 ～
17:15) ※夜間、土・日曜日、祝日は留
守番電話
keishonen@pref.ibaraki.lg.jp

12月10日(土) ～ 16日(金)は
｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
拉致問題を含む北朝鮮による人権侵
害問題について、認識を深めましょう。
鹿嶋警察署
82-0110
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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。
※平成29年１月15日（日）は開催なし。
12月18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＝500円、車両出店＝1,000円
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

熊本・鳥取支援チャリティー
クリスマス水夢フェスティバル
プールで楽しく遊べ、どなたでも参
加できるイベントです。詳しくは、ホー
ムページをご覧ください。
※募金のご協力もあわせてお願いします。
12月18日
（日）9:00 ～ 12:00
ウォーターメイツ スイムクラブ
83-0450
http://www.watermates.net/

情・

報

ファミリー・サポート・センター
交流会参加者募集

①12月25日
（日）、②平成29年１月
12月27日(火)10:00～13:00(受付9:30)
22日（日）各10:00 ～ 12:00※雨天中止。 ［内容］鏡もちづくり、もちつき体験
［集合場所］①9:30イオン鹿嶋店第２
市総合福祉センター 娯楽室
駐車場、②9:30高松公民館（まちづく ［対象］ファミリー・サポート・センター
りセンター）
会員親子および関心がある方＝40人
［コース］①鉢形鷲神社、神宮寺跡など ［持ち物］エプロン
６㎞、②比屋内遺跡、吉祥院など６㎞
１人100円
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
12月16日
（金）までに、電話、ファッ
クス・Eメール（①氏名②年齢③住所④
各500円（買物券付き）
電話番号を記入）で申し込み。
①12月23日（金・祝）まで、②１月
20日（金）までに、ファックス（氏名、
鹿嶋市ファミリー・サポート・セ
年齢、住所、電話番号を記入）で申し
ンター
83-4811
込むか、下記に来店して直接申し込み。
k-shakyo@sopia.or.jp
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
ミニ博物館ココシカからの
ラ リ ー 内)
77-8878（10:00 ～
お知らせ
16:00、木曜日定休）
12月11日(日)13:30 ～ 15:30
ガールスカウトオープンデー
［内容］ココシカつれづれ草⑦「壬申の
「クリスマス会」開催
乱」についてわかりやすく解説します。
ガールスカウトの子ども達と一緒
ミニ博物館ココシカ
94-8161
に、楽しく活動体験をしてみませんか。
第４回
12月11日(日)11:00 ～
写学会写真展
まちづくり市民センター(中央公民館)
［対象］幼稚園または保育園の年中～小
12月６日(火) ～ 11日(日)10:00 ～ 17:00
学５年生の女児とその保護者
(初日は13:00 ～、最終日は15:00まで)
まちづくり市民センター (中央公民
12月８日(木)までに、ファックス（①
館) 市民ギャラリー
保護者の氏名②年齢③住所④電話番号
⑤お子さんの氏名・学年を記入）で申
写学会 秋田さん
090-1993-6678
し込み。
かしま環境ネットワーク
ガールスカウト茨城県第41団
犬のしつけ講座とDVD視聴
石本さん
84-1867
12月11日(日)13:30 ～ 15:30
エートスクラシックコンサート
まちづくり市民センター (中央公民館)
2016 麗しのふらんす
２階エコ広場 ※迷子札プレゼントします。
［内容］萩原朔太郎の詩の朗読と共に
かしま環境ネットワーク 麻生さん
フランス在住の演奏家によるソプラ
82-2554
ノ、クラリネット、ピアノの演奏など
語り継ぐ戦争の悲劇
12月17日(土)18:00開演
（17:00開場)
「戦時下鹿行の透視図」
読み語り
鹿嶋勤労文化会館
大 人3,000円、 中 学 生 以 下2,000円
12月８日(木)13 :00 ～
※当日は500円増
大野ふれあいセンター２階会議室
さ か き
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
NPO法人 かしまコンツェルト協会
エートス事務局
080-4420-8104
69-1696
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勤労者向け
融資制度のご案内
かしま遊休地活用クラブ
新規会員募集

鹿島医師会附属准看護学院

12

月１日（木 ～
)

10

日（土）は年末特別警戒期間です。麻薬、拳銃などの密輸やテロに関する情報提供にご協力ください。
鹿島税関支署

県では、中央労働金庫と提携して、
生徒募集
勤労者などの生活の安定を図るため、
生活資金などを低利で融資しています。 ［募集人員］40人
市内の休耕地を利用して農作物を栽
培し、作物栽培愛好者の交流や快適な ［対象］県内に1年以上居住または継続 ［受験資格］中学校以上を卒
勤務し、前年税込年収150万円以上の方。 業の50歳未満の方（卒業見込
居場所づくりを行うクラブです。作業は
ボランティアですが、収穫物は参加者
み含む）
育児・介護
対象
勤労者
休業者
で分配しています。また、希望者は市内
［ 出 願 期 間 ］平 成29年 １ 月 ６ 日(金) ～
冠婚葬祭 ･ 医療
生活資金
の農家との交流、作業支援ができます。
13日（金）
使途
･ 教育費用など
［主な作物］ そば、大豆、ひまわり、
［入学試験］
平成29年１月18日
（水）
1.7%
1.5%
金利
とうもろこし、すいかなど20品種
［試験科目］数学、国語、作文、面接
100 万円
100 万円
限度
年会費6,000円
鹿島医師会附属准看護学院
(１ヶ月 10 万円まで )
［募集人員］一般会員(作物栽培)＝20
82-7278
※別途保証料 年0.7%あり
人、企画運営会員(栽培管理、機材管理、
茨城県労働政策課
029-301-3635
白十字看護専門学校
経理など)＝５人
または県内の中央労働金庫
看護学生募集
入 会 希 望 者 は、12月31日(土)ま で
小学３年生～高校生のための ［募集人員］40人
に、ファックス（①氏名②生年月日③
春休み海外研修交流事業
［修業年限］３年
（全日制）
住所④電話・携帯番号⑤メールアドレ
スを記入)で申し込み。
［内容］ホームステイ、文化交流、学校体 ［出願期間］①一般＝平成29年１月４
日(水) ～１月13日（金）②社会人＝平
NPO法人 かしま遊休地活用クラブ
験、英語研修、地域見学、野外活動など
事務局 村田さん
080-1019-0145
［研修国］イギリス、オーストラリア、 成29年１月10日(火) ～ 19日(木)
（土）②１月28日(土)
83-1567
カナダ、ニュージーランド、フィジー、 ［入学試験］①１月21日
［試験科目］①国語(現代文)、英語Ⅰ、数
カンボジア、ネパール
看護職カムバック支援セミナー
［日程］平成29年３月25日(土) ～４月５日 学Ⅰ、面接 ② 一般教養、小論文、面接
県南地域 研修生募集
白十字看護専門学校
(水)の間の９日～ 11日間 ※コースによる
［対象］離職後ブランクのある未就業の ［申込締切］平成29年２月３日(金)
92-3891
看護職(保健師・助産師・看護師・准看
※ １月に東京で説明会を開催します。
旭中央病院附属看護専門学校
護師)で、就業を希望している方、復職
（公財）国際青少年研修協会
看護学生募集
後１年未満で看護技術に不安のある方。
03-6417-9721
［内容］講義研修、実務研修
［募集人員］①一次募集20 ～ 25人、②
※日程など、詳しくはお問い合わせく
二次募集５～ 10人
ださい。
［受験資格］高等学校卒業（平成29年３
鹿嶋商い元気塾
月卒業見込み含む）または同等以上の
茨城県ナースセンター
伝わる話し方講座
資格を有する方
029-221-7021
029-226-0493
［ 出 願 期 間 ］①12月19日(月) ～ 平 成29
12月13日(火)19:00 ～ 20:30
ギター・マンドリンアンサン
年１月10日
（火）、②１月26日(木) ～２
鹿嶋市商工会館 ３階
ブル 会員募集
月10日(金)
［講師］フリーアナウンサー 三須 亜希
［ 入 学 試 験 ］① １ 月13日（ 金 ）・14日
ジャンルや年齢を問わずギター・マン
子さん
（土）、②２月17日(金)･18日(土)
ドリンによる演奏を楽しむサークルです。 ［定員］100人
毎週金曜日13:00 ～ 16:00
電話またはファックス｛①氏名②電 ［試験科目］国語(国語総合・現代文)、
大野ふれあいセンター
話番号③事業所名(事業者のみ)を記入｝ コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰ、
面接(筆記試験合格者のみ)
１カ月 1,000円
で下記へ申し込み。
OJBギターマンドリン愛好会
旭中央病院附属看護専門学校
鹿嶋市商工会 鹿嶋商い元気塾
今泉さん
080-5374-8771
0479-63-8111（内線7702、7703）
82-1919
82-9401

【税関からのお知らせ】

※ 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。
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鹿嶋市役所

82-2911（代表） 10

