平成29年度

鹿嶋市地域交通利用料金助成事業のご案内
タクシー初乗り料金相当額を助成する「平成29年度地域交通利用料金助成事業利用券
（タク
シー利用券）」を交付します。希望する方は、下記によりお申し込みください。
［対象］申請時点で、次の条件をすべて満たす方
①市に住民登録をしている方
②満70歳以上の方
③自動車やバイクなど運転免許証の交付を受けて
いない方
④市の福祉タクシーや外出支援サービスなどを受
けていない方
［利用期間］４月１日～平成30年３月31日
※上半期（４月～９月）、下半期（10月～３月）ごと
の有効期限あり。
［交付枚数］１カ月あたり２枚（最大24枚）
※申請する月によって交付枚数が変わります。

［持ち物］
○対象者本人による申請
①対象となる方の住所および年齢を確認で
きるもの（健康保険証、写真付き住民基
本台帳カード、マイナンバーカードなど）
②印鑑
○代理人による申請
①対象者となる方の住所および年齢を確認
できるもの（原本）
②代理人の身分を証明できるもの（運転免
許証、健康保険証など）
③代理人の印鑑

［特設受付会場］

受付会場
大野出張所
１階ホール
市役所３階
会議室304

受付期間

受付時間

３月22日
（水）
～ 24日
（金） ９:00 ～ 11:45
３月27日
（月） 13:00 ～ 16:00
～ 29日
（水）

◇ご注意ください
利用券は、他人へ譲渡することはできませ
ん。利用目的以外の使用や虚偽の申請などが
あった場合には、利用券の返還と利用額の請
求をする場合があります。

※３月30日（木）以降は、介護長寿課で直接受け付
けます。

子どもから高齢者まで楽しめます

エンジョイスポーツin鹿嶋
競技スポーツから健康志向型スポーツまで、普
段体験できないスポーツを気軽に楽しめます。こ
の機会にぜひチャレンジしてみませんか。
３月12日（日）9:00 ～ 17:00
カシマスポーツセンター
無料、事前申込不要。
［服装］スポーツのできる服装でお越しください（必
ず上履きを持参のこと）。
※詳しくは、鹿嶋市のスポーツ情報サイト「かし
まSPORTS NAVI」
（ 右記QRコードまたは http://
www.cs-kashima.jp/sponavi/）に も
掲載していますので、ご覧ください。

スポーツ推進課

［QRコード］

介護長寿課

［実施競技］
実施競技

時

間

体力測定、スポーツ吹矢、ショート
テニス、ラージボール卓球、剣道、
9:00
卓球バレー、ボッチャ、輪投げ、ム
～ 12:15
ーブメント、少林寺拳法、バドミン
トン、ビーチボールバレー
スポーツ少年団（バドミントン、剣
道、少林寺拳法）による体験会

9:00
～ 12:15

トレーニング室無料開放 ★

9:00
～ 17:00

太極拳体験 ★

14:00 ～

バランスボール体験 ★

15:00 ～

エアロビクス体験 ★

16:00 ～

★ 中学生以下の方は参加できません。
※ 競技内容は変更する場合があります。
鹿嶋市役所

82-2911（代表）

2

日（金）

カシマスポーツセンター
［対象］高校生以上
（
『ピラティス』
は女性限定）
［期間］いずれも４～８月の全 15 回
4,500 円（保険料込み）
※『ピラティス』で、ボールの購入を希望す
る方は、別途 1,000 円が必要となります。
３月 15 日（水）21:00 までに、電話、フ
ァックス（①教室名②氏名・フリガナ③年齢
④性別⑤住所⑥電話番号⑦申込教室の優先順
位⑧冬期教室参加の有無⑨ピラティス参加希
望者はボール購入の有無を記入）、または直
接窓口で申し込み。
［注意事項］応募者多数の場合は、
冬期教室
（１
～３月実施）不参加の方を優先した抽選とし
ます。抽選結果は３月下旬に発送します。な
お、抽選結果発送後のキャンセルは、キャン
セル料が発生しますのでご注意ください。

［開催講座］

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

年３月

履歴書を下記へ提出してください。後日面接を行います。

【鹿嶋市立中央公民館主事の募集】
［業務内容］窓口業務、公民館事業など［任期］４月１日～平成

［募集人員］１人 ［申込期限］３月
10

平成29年度 前期ふれあいスポーツ教室参加者募集

31

発達障がいに関する講演会
を開催します
肉体的にも精神的にも大きな転換期である思
春期は、多くの困難を乗り越えて成長する大切
な時期です。
今回、思春期を迎える障がい児を支えるため
に、私たちにできることを学びます。ぜひ講演
会にご参加ください。

日、８時

3.5

３月10日（金）10:00 ～ 12:00（受付9:30 ～）
まちづくり市民センター（中央公民館）

分～

30

時

17

１
- ５５１

分［報酬］月額１２５０００円

鹿嶋市まちづくり市民センター（中央公民館）
83

日 ［勤務日時］週

31

15

［テーマ］思春期を迎える障がい児との親子関係
［講師］茨城大学教育学部准教授 新井 英靖先生
［定員］100人
無料
［申込期限］３月６日（月）
［申込方法］ 電話、ファックス（「発達障がいに関
する講演会」と題し、①氏名②住所③電話番号を
記入）、または直接窓口で申し込み。
※定員に満たなければ、当日参加もできます。
生活福祉課
83-7809
3

教室名

日時・会場・募集人員など
火曜日 10:30 ～ 11:30

初級ヨガ

柔道場

［募集人員］50 人 ［講師］西田 秀美さん
［持ち物］ヨガマット

ゆったり
バランスボール

健康体力づくり

火曜日 12:00 ～ 13:00

［募集人員］20 人 ［講師］西田 秀美さん
［持ち物］ヨガマット
火曜日 13:30 ～ 14:30

柔道場

［募集人員］40 人 ［講師］石橋 誠人さん

ステップアップ
太極拳

剣道場

木曜日 10:00 ～ 11:30

剣道場

［募集人員］30 人 ［講師］根本 範昭さん
木曜日 13:30 ～ 14:30

ピラティス

会議室

［募集人員］30 人 ［講師］石倉 恵美さん
［持ち物］持っている方はピラティスボール

入門

金曜日 10:00 ～ 11:30

太極拳

剣道場

［募集人員］30 人 ［講師］根本 範昭さん

鹿嶋市在宅医療・介護連携推進事業講演会

「かかりつけ医の必要性と選び方」
病気の治療や予防など、健康に関する相談が
できる「かかりつけ医」について、その必要性や
具体的な選び方を学びます。この機会にぜひご
参加ください。
３月26日（日）10:00 ～ 11:30（受付9:30 ～）
まちづくり市民センター（中央公民館）
［テーマ］かかりつけ医の必要性と選び方
［講師］いきいき診療所ゆうき院長 荒井 康之先生
［定員］80人
無料
［申込期限］３月17日（金）
［ 申 込 方 法 ］ 電 話、 フ ァ ッ ク ス
（「かかりつけ医の必要性と選び
方」と題し、①氏名②住所③電話
番号を記入）、または直接窓口で
申し込み。
※定員に満たなければ、当日参加
もできます。
介護長寿課
83-7809

【平成28年度不妊治療助成の申請について】 対象となる治療は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの
間に終了した治療です。対象となる方は速やかに申請してください。

保健センター

82- ６２１８

