【納期限のお知らせ】納期限…１月
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鹿島製鐵所個人工場見学会
参加者を募集します
鹿島病院 料理教室
「簡単でおいしい減塩のコツ」

ハローワーク常陸鹿嶋
障害者就職面接会

日（火）

［ 実施期間］２月１日(水) ～３月31日
(金)※土・日曜日、祝日を除く。なお、
３月25日(土)は春休み期間につき、実施
２月４日(土)10:00 ～13:00(受付9:00)
２月２日(木)13:00 ～
します。
平井公民館(まちづくりセンター )
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）、 ［見学時間］10:30 ～ 12:00または14:30
調理室
～ 16:00のいずれか（３月25日は10:00
障害者手帳
［募集人員］15人（先着）
～ 12:00または14:30 ～ 16:30）
。
求人事業主、求職者ともに事前に
500円(材料費)
［持ち物］エプロン、三角巾、マスク
下記までご連絡ください。
［募集人員］小学生以上＝各回30人(中学
31
生以下は保護者同伴) ※３月25日は70人。
鹿島病院
82-1271
ハローワーク常陸鹿嶋･障害者担当
見学希望日の２週間前までに、電
83-2318
トールペイント教室
話予約後、申込書を提出のこと。
野草舎 生活展
参加者募集
新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 広報係
子どもの作品を展示します
90-3616
２月16日(木)・23日(木)、３月２日
(木)10:30 ～ 12:00(全３回)
１月14日(土)・15日
（日）
・21日（土）
・
三浦照子氏
22日
（
日
）10:00
～
16:00（
受
付15:30
鹿嶋勤労文化会館 リハーサル室
絵画・陶芸作品展
まで）
2,500円
（会員2,000円）
［募集人員］高校生以上＝10人（先着）
14日・15日 ＝ 子 ど も の 家 野 草 舎、
１月10日(火) ～ 15日
（日）9:00 ～ 17:00
［持ち物］エプロン、古いタオル、
ドライヤー 21日・22日＝野草舎森の家
まちづくり市民センター (中央公民
［申込開始日］１月15日(日)
［内容］絵画、オブジェ、手芸、陶芸、 館) 市民ギャラリー
料理、凧などの作品の展示
代表 塚崎さん
90-4714
高松緑地温水プール
子どもの家野草舎
83-5825、
85-1158
野草舎森の家
94-2311
国民健康保険税第７期、後期高齢者医療保険料第７期
･･･

高松緑地温水プール
ひまわり教室(水中運動)

収納課

１月19日～３月30日の指定する木曜
日10:00 ～ 11:00(全９回)
4,500円
（会員2,700円）
［対象］高校生以上＝20人（先着）
［申込開始日］１月５日(木)
高松緑地温水プール
85-1158

かしまスポーツクラブ
参加者募集のお知らせ
＜ノルディックウォーキング＞
１月22日(日)9:30 ～ 11:45
(受付9:15 ～ 9:45)
200円（会員無料）
［募集人員］高校生以上＝30人（先着）
［コース］高松緑地公園 ウォーキング
コース緑地周辺５km
［持ち物］水分、ノルディックポール
（貸出用ポールあり）
［申込締切］１月15日(日)
＜ユニカール会員募集（４期）＞
１月７日～３月18日の指定する土曜
日14:30 ～ 16:30(全７回)
１回300円（会員200円）
［対象］小学４年生以上の健康な方
まちづくり市民センター (中央公民
館)体育館
［申込開始日］１月５日(木)
かしまスポーツクラブ事務局
82-9042
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年の始めの一局
新春囲碁・将棋大会
１月22日（日）9:00 ～ 16:00
大野ふれあいセンター２階和室
500円（賞品代）
※昼食は各自ご用意ください。
大野囲碁・将棋クラブ 宮内さん
090-6515-7670

第40回MORIフォトクラブ
写真展
１月18日（水）～ 22日
（日）
10:00 ～ 16:00(最終日は15:00まで)
まちづくり市民センター (中央公民
館) 市民ギャラリー
代表 森さん
090-3913-8024

広報紙やツイッターで魅力発信
いばらき女性特派員募集
［対象］県内在住の平成29年４月１日現
在満20歳以上の女性で、公務員や議員
でない方。また、取材先の希望する日
時に応じて取材でき、自分で自動車を
運転し、取材先に移動できる方＝４人
［任期］４月～平成30年３月
（約１年間）
［謝礼］年間６万円
［応募締切］２月10日（金）

※ 詳しくは、県ホームページ「平成29
年度いばらき女性特派員」
で検索してく
ださい。
茨城県広報広聴課 県民広報グループ
029-301-2128
029-301-2168
koho3@pref.ibaraki.lg.jp

新春かるた 大 会
第46回新春文化財愛護かるた大会

第32回新春高松かるた大会

１月８日（日）9:30 ～ (受付9:00 ～ )
１月14日（土）9:10 ～ (受付8:30 ～ )
高 松 公 民 館（ ま
カシマスポーツセンター
すなみ
ちづくりセンター）
鹿嶋市文化財愛護協会 角南さん
090-4706-8732
83-0841

第６回大野今昔かるた大会
１月22日（日）9:00 ～ (受付8:30 ～ )
はまなす公民館（まちづくりセ
ンター） 69-6211

第12回とよつかるた大会
１月29日（日）9:10 ～ (受付8:30 ～ )
豊津公民館
（まちづくりセン
ター） 83-5680
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東京電力からのお知らせ

県立水戸南高等学校（通信制）
平成29年度生徒募集
毎日通学できない方でも学べる通信
制（単位制）の高校です。
願書入手方法や、応募資格など詳し
くはお問い合わせください。
［願書交付開始日］１月10日（火）
［受付期間］一般入学＝３月10日（金）
～ 23日（木）、編入･転入学＝３月６日
（月）～８日（水）
※いずれも、土･日曜日、祝日を除く。
茨城県立水戸南高等学校（通信制）
029-247-4284

http://www.mitominami-h.ibk.ed.jp/

便利な自動車税の口座振替を
危険です
ご利用ください

切れた電線にさわらないで

口座振替を利用すると、その都度納
税のために金融機関に出向く必要がな
風雨や積雪の影響による樹木接触・
く、大変便利です。また、車を買い換 樹木倒壊などにより、電線が切れるこ
えた時などに再度手続きの必要はあり とがあります。切れて垂れ下がってい
ません。
る電線には、絶対に手を触れないでく
手続きは、預金口座のある県内の金 ださい。電線に樹木や看板、アンテナ
融機関でお申し込みください（一部金 などが接触している場合もたいへん危
融機関を除きます）。
険です。切れた電線を見つけたら、す
※２月末までに申し込むと、平成29 ぐに下記までご連絡ください。
年度の自動車税から口座引き落とし
東京電力パワーグリッド
ができます。
0120-995-007または03-6375-9803(有料)
茨城県行方県税事務所 管理係
停電情報は、
ホームページで確認できます。
72-0041
http://teideninfo.tepco.co.jp/

税務署からのお知らせ
確定申告について
［相談および申告期間］２月16日
（木）～３
月15日(水)9:00 ～ 17:00(受付8:30 ～ )
※申告書の作成には時間を要しますので、なるべく
16:00までにお越しください。なお、会場の混雑状
況により、受付を早めに締め切ることがあります。
※確定申告会場では、ご自身でパソコンを操作し、
申告書を作成して頂くことを基本としています。

潮来税務署

66-6931

http://www.nta.go.jp/

「確定申告書等作成コーナー」を
ご利用ください
国税庁ホームページの「確定申
告書等作成コーナー」では、画面
の案内に従って金額などを入力
することにより、税額などが正
しく計算され、
「確定申告書」などを簡単に作
成することができます。
作成したデータは「e-Tax」
を利用して提出
するか、印刷した書面を郵送で提出すること
ができます。
詳しくは左記へお問い合わせください。

親子交流イベント SMILEY FAMILY DAY 開催
２月12日（日）10:30 ～ 14:00
鹿島セントラルホテル本館３階

［募集人員］30組 ※応募多数の場合は抽選。
［内容］
○パパ＆キッズの親子ビクス
○子育てママのハンドメイド雑貨づくり
（アロマク
リーム、アロマワックスバー、革小物、クレイクラ
フト、ステンドアート、ペーパーアルバムから選択）

○管理栄養士による栄養指導、食育ランチ

［申込締切］１月31日（火）必着
［共催］鹿嶋市、神栖市
〒314-0144 神栖市大野原４－７－11
鹿島セントラルホテル新館１階
カシマ・インフォメーション・サロン
0299-92-3557(9:00 ～ 17:00 土曜日休館)
0299-93-5387

鹿嶋市役所

82-2911（代表） 12

交通防災課

［対象］鹿嶋市・神栖市に在住または在勤で、子ど
おおむ
もの年齢が概ね３歳から小学校入学前までの親子
※原則、保護者２人と子ども１人での申し込み。
保護者１人と子ども１人でも可。

大人2,000円、こども1,000円
下記などにある申込書または往復はがき
に、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
勤務先を記入し、郵送、ファックスまたは
下記問い合わせ先に直接持参で申し込み。

【毎月１日は交通安全の日】１月の重点目標は「新成人の交通事故防止」です。新成人の皆さん、正しい交通ルール・交通マナーを心がけましょう。

の

