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(一社)鹿行法人会 講演会
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活動体験してみませんか
ガールスカウトオープンデー
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報

NPO法人鹿嶋市体育協会
平成29年度臨時職員募集

件、死者数 ０人 （

［業務内容］スポーツ施設の管理運営
２月26(日)10:00 ～ 12:00
おおむ
まちづくり市民センター(中央公民館) ［対象］18歳～概 ね60歳の健康な方＝
若干名
［対象］年長および小学生女児とその
３月２日(木)13:30 ～ 15:00
［雇用期間］４月１日～平成30年３月31日
保護者
［講師］こころ亭 久茶さん
２月24日(金)までにファックス{①お子 ［勤務時間］火～日曜日8:30 ～ 21:15の
サンロード鹿島
おおむ
13
間の１日８時間以内。概ね週30時間ま
２月24日(金)までに下記に申し込み。 さんの氏名・年齢(学年)②住所③電話番
たは40時間の勤務
号を記入｝
で下記に申し込み。
(一社)鹿行法人会事務局
ガールスカウト茨城県第41団 石本さん ［時給］800円（別途交通費支給、雇用
82-8386
82-2461
保険あり）
84-1867
「第８回ココシカつれづれ草」
２ 月28日(火)ま で に、 下 記 に あ る
開催のお知らせ
公開シンポジウム
「霞ヶ浦流域 所定の用紙に必要事項を記入し直接持
研究2017」開催のお知らせ
参。※写真(縦４㎝×横３㎝)と、押印
日本の古代についてのお話し会で
2
が必要です。
す。今回は「鹿島神宮の鏡石の謎」にせ
３月５日(日)10:30 ～ 17:00
カシマスポーツセンター内NPO法人
まります。
潮来市／かんぽの宿潮来
鹿嶋市体育協会
83-1600(月曜休館)
［内容］霞ヶ浦と周辺水域の環境や生
2月19日（日）13:30 ～ 15:30
きものに関する研究成果発表会
ミニ博物館ココシカ２階
フードバンクについて学んで
茨城大学広域水圏環境科学教育研
94-8161
みませんか～視察参加者募集～
究センター
66-6886
鹿島セントラルモール
３月13日(月)8:40総合福祉センター
29
フリーマーケット
出発、16:00着
［内容］フードバンク茨城牛久事務所
３月４日(土)、４月９日(日)9:00 ～
鹿嶋書道同好会 会員募集
兼倉庫の視察および活動体験
15:00 ※雨天中止。
初心者歓迎
入会随時受付中
［対象］市内在住・在勤のボランティ
鹿島セントラルモール北側広場
ア活動ができる方＝20人(先着）
１区画＝500円 ※最大３区画まで。
毎月第１・３水曜日10:00 ～ 11:30
３月８日(水)までに、電話またはファッ
鹿島公民館(まちづくりセンター )
下記に空き状況を確認後申し込み。
クス(視察申し込みと題し①氏名②住所③
［講師］中井言玉先生
カシマ・インフォメーション・サロン
電話番号を記入）
で下記に申し込み。
１カ月 2,020円
92-3557(9:00 ～ 17:00)※土曜休館。
鹿嶋市ボランティアセンター (社会福
鹿嶋書道同好会
「いばらき企業説明会2017」
祉協議会事務局内)
谷本さん
82-6919
開催のお知らせ
83-0242
82-2621
茨城いのちの電話
＜土浦会場＞
電話相談員募集
かしま水を考える会
３月１日(水)13:00 ～ 15:30
親子水路めぐり参加者募集
［募集人員］いのちの電話の趣旨に賛
土浦市／ホテルマロウド筑波
霞ケ浦環境科学センターから講師を
同し、活動に積極的に参加できる23歳
＜水戸会場＞
迎え水質検査を行い、西谷の鳥や魚・
以上の方＝40人程度
３月７日(火)13:00 ～ 15:30
草花などの生態を調べます。
［研修期間］６月～平成31年３月
水戸市／ホテルレイクビュー水戸
［研修場所］つくば市周辺
［対象］いずれも平成30年３
３月12日(日)9:00 ～ 12:00
鉢形／西谷親水遊歩道
［申込締切］５月８日(月)
月に大学などの卒業予定者お
おおむ
３月11日(土)までに下記へ申し込み。
よび概ね３年以内の既卒者(平
(社福)茨城いのちの電話事務局つ
かしま水を考える会 荒井さん
成29年３月卒業見込み含む)
くば
029-852-8505
090-1790-7506
ハローワーク常陸鹿嶋
83-2318、
かしま環境ネットワーク
茨城労働局職業安定課
029-224-6218
月５日現在）※平成
年１月１日からの累計 》

有償ボランティア募集

「スポーツ心理学を応用した
リーダー論」講演会
３月１日(水)19:00 ～ 20:30(受付18:30)
鹿嶋市商工会館３階
［講師］朝西知徳さん（元鹿島学園野球
部監督）
［募集人員］100人(先着)
電話またはファックス{①氏名②電話
番号③事業所名(事業所のみ)を記入｝
で下
記に申し込み。
鹿嶋市商工会
82-9401
82-1919
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下記の範囲内で協力できる方を募集
します。
［活動内容］パソコンでの簡
単な事務作業、エコ広場の整
理、イベント対応など
［日時］毎週土曜日13:00 ～ 16:00
［場所］まちづくり市民センター (中央
公民館) ２階エコ広場
［謝礼］１時間500円 ( １日３時間まで)
かしま環境ネットワーク 麻生さん
82-2554

鹿島医師会附属准看護学院
生徒２次募集
［受験資格］中学校以上を卒業の方（卒
業見込み含む）
［受験料］10,000円
［出願期間］３月２日(木) ～７日（火）
［入学試験］３月９日（木）
［試験科目］数学、国語、作文、面接
鹿島医師会附属准看護学院
82-7278

第21回ひらいまつり
相続登記はお済みですか
お困りの方はご相談ください

３月11日(土)10:00 ～ 12:00
水戸市／いばらき就職・生活総合
支援センター ３階会議室
［内容］
「セルフ・カウンセリング」で
心と体をリフレッシュ。一人で取り組
める自己発見法を学びます。
［募集人員］30人(先着)※託児あり（要
予約、２歳以上)。
［持ち物］筆記用具
茨城県母子家庭等就業・自立支
援センター
029-233-2355

不動産の相続登記をせずに放置する
と、権利関係が複雑になり、さまざま
なトラブルが起こることがあります。
相続登記でお困りの方は、お気軽に
ご相談ください。
水戸地方法務局鹿嶋支局
83-6000
http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/

法的トラブルでお困りの方へ
法テラスへご相談ください

３月５日（日）9:30 ～
平井公民館(まちづくりセ
ンター )
［内容］平井中学校吹奏楽部の演奏
(9:30 ～ )、作品展、演芸発表会、模
擬店、抽選会、挑戦コーナーほか

平井公民館(まちづくりセンター )
83-4228
平井中の生徒が、ボランティアと
して皆さんをお待ちしています。

最適な相談窓口や解決に役立つ法制
度に関する情報をご案内します。
世帯収入や資産基準によって無料相
談の案内と弁護士費用の立て替え制度
木曜日10:00 ～ 11:30(月４回)
の利用も可能です。
まちづくり市民センター (中央公民館)
また、東日本大震災の発生時に、茨
鹿嶋フォークダンスはまなす
城県内(一部地域除く)にお住まいの方
内田さん
080-5696-3868
は、弁護士の無料相談を受けることが
放送大学
できます。ご相談は、震災以外の内容
４月生募集のお知らせ
でも可能です。
おなやみなし
放送大学はテレビ、ラジオ、イン ［相談電話番号］ 0570-078374
ターネットを通して学ぶ通信制の大学 ［ 開 設 時 間 ］ 月 ～ 土 曜 日9:00 ～
です。
21:00(土曜日は～ 17:00)、日曜日、祝
心理、教育、福祉、経済、歴史、文学、 日を除く
情報、自然科学など幅広い分野を学べ
納期限のお知らせ
ます。
［出願期間］第１回＝２月28日(火)、第
［納期限］２月２８日（火）
２回＝３月20日(月・祝)まで
・国民健康保険税第８期
放送大学茨城学習センター
・ 後期高齢者医療保険料第８期
029-228-0683

鹿嶋フォークダンスはまなす
初心者講習会

各 種 相 談

・

・介護保険料第６期
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ページの「三笠書道同好会会員募集」で、講師を「中村言玉先生」と掲載しましたが、正しくは「中井言玉先生」でした。訂正してお詫びします。

ひとり親家庭の母・父のための
就職支援セミナー

【お詫びと訂正】本紙２月１日号

※ 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。

収納課

※相談はすべて無料です（★は要予約）。

・

相談名
行政相談

日程

時間

場所

問い合わせ･申し込み

３月８日（水）

13:30 ～ 15:30 大野ふれあいセンター 市民相談室

弁護士による
福祉法律相談★

３月15日（水）

（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
まちづくり市 民 セン
82-2621
13:00 ～ 16:00 ター (中央公民館)
［予約開始］
３月２日(木)8:30 ～
３階学習室２
※先着７人(年度で１回まで相談可)。

こころの健康相談★

３月６日（月）

13:30 ～ 15:30 保健センター

保健センター

年金相談 ★

３月７日（火）

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

水戸南年金事務所
029-2273253 ※１カ月前から予約可。

児童相談 ★

３月14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

お酒に関する悩み何 ２月22日(水)、３月22 10:00 ～また
保健センター
日
（水）
は13:30 ～
でも相談 ★

82-6218

保健センター
82-6218
※前日12:00までに予約。

【家畜飼養者は飼養管理状況の定期報告が必要です】 [基準日] ２月１日現在 ［対象家畜］牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、
豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

鹿行家畜保健衛生所

0291-33-6131
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