《 鹿嶋市内交通事故件数
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平成29年度茨城県警察官
採用試験（第１回）
里山「あけち野の里」
ご自由にご利用ください

情・

報

ノルディック桜ウォーキング
参加者募集

件、死者数 ０人（３月５日現在）※平成

[受験資格] 警察官Ａ＝昭和59年４月２
３月25日(土)10:00 ～11:45(受付9:30 ～ )
日以降に生まれた方で、大学(短期大
300円(会員100円)
学を除く)を卒業した方または平成30 ［募集人員］高校生以上＝30人(先着)
「あけち野の里」
（ 中地区
年３月31日までに卒業見込みの方もし ［コース内容］高松緑地公園ウォーキン
明野）は、お花見や野草・
くは人事委員会が同等と認める方。警 グコース
（周辺の桜を見ながら）
５km
野鳥の観察などで市民の皆
24 さんに親しまれています。
察官Ｂ＝昭和59年４月２日～平成11 ［持ち物］飲み物、ノルディックポー
年４月１日に生まれた方で警察官Ａの ル(貸出用ポールあり)
また、グラウンドゴルフにも最適の広
受験資格に該当しない方（平成29年10
場です。
３月22日(水)までに下記に申し込み。
月１日から勤務可能な方に限る）。
手続きは不要ですので、いつでもど
かしまスポーツクラブ
※いずれも身体基準あり。
なたでもご利用ください。
82-9042
※ご利用の際は、桜や野草を大切にし、 [申込期間] ４月25日(火)まで ※インター
NPO法人ナルクかしま
ネットの場合４月24日(月)17:00まで。
ゴミの持ち帰りにご協力ください。
会員募集説明会
[試験日] 第１次試験＝５月14日(日)
鹿嶋緑を愛する会 井出本さん
＜鹿嶋警察署での体験型説明会＞
３月19日(日)13:30 ～ 15:30
090-6607-5570
ナルクかしま事務所(角折1416-1)
３月18日(土)、４月８日
（土）いずれ
鹿嶋の海岸を守る会
も10:00 ～ 12:00 ※事前予約不要。
NPO法人ナルクかしま 69-5866、
定期清掃 参加者募集
［対象］採用試験受験希
堀さん 090-1694-3838
望者本人とその家族
美しい浜辺を取り戻すため、一緒に
29 海岸をきれいにしませんか。
鹿嶋警察署警務課
※軍手、ごみ袋は当日お配りします。
82-0110
講演会
「日本一のサッカーチーム
３月19日(日)9:00 ～
があるまちは
！日本一輝くまち！」
角折海岸(第11ヘッドランド前)公衆
トイレ付近
４月19日（水）19:00 ～ 21:00
老若男女楽しくクッキング
鹿島セントラルホテル新館２階
鹿嶋の海岸を守る会 会長 笹沼さん
料理教室「松味会」会員募集
［テーマ］かしま地域の魅力や資源を
090-8042-1708
再認識！
毎月第３木曜日9:00 ～ 13:00
［講師］鹿島アントラーズC.R.O 中田浩
※第１回は４月20日(木)
二さん
高松公民館(まちづくりセンター )
平成29年度
［募集人員］200人(先着)
調理室
国税専門官採用試験
ファックス｛①氏名②電話番号③団
１回1,000円程度
（材料費含む）
［受験資格］①昭和62年４月２日～平成８ ［持ち物］エプロン、三角巾、タオル２枚 体名(団体のみ)④参加人数を記入｝で下
年４月１日生まれの方 ②平成８年４月２
３月31日(金)までに、高松公民館(ま 記に申し込み。
日以降に生まれた方で、大学を卒業した
(公財)かしま青年会議所 給前さん
ちセン 83-0841) に電話で申し込み。
方
（平成30年３月卒業見込みを含む）
また
松味会 塚本さん
83-0331
080-4334-5298
83-5285
は人事院が同等の資格があると認める方
見学・体験からお気軽に
鹿嶋市大野芸能文化連合会
［試験の程度］大学卒業程度
エーデルワイスフォークダンスサークル
第22回芸能発表会
［試験日］第１次＝６月11日（日）
４月12日(水)までに以下のURLより
毎週土曜日13:00 ～ 15:00
３月26日（日）10:00 ～
原則インターネットで申し込み。
三笠公民館(まちづくりセンター )
大野ふれあいセンター多目的ホール
［内容］カラオケ、舞踊、民謡、詩吟
http://www.jinji-shiken.go.jp/ ［対象］おおむね50歳以上の方
などの発表、大抽選会
１カ月1,500円
juken.html
関東信越国税局人事第二課試験係
エーデルワイスフォークダンス
鹿嶋市大野芸能文化連合会 絹張さん
サークル 城内さん
048-600-3111 内線2097
82-2530
69-1270
年１月１日からの累計 》
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※ 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。
対策、練習問題解説

2017年度春
［募集人員］15人（抽選）
JICAボランティア体験談＆説明会

かしまスポーツクラブ
４月開講教室のお知らせ

2,980円
（テキスト代含む）
＜（新）イルカ水泳教室＞
３月13日(月) ～４月５日(水)に、往
復はがき(①講座名②氏名・フリガナ③
４月７日～６月16日の間の金曜日
住所④電話番号⑤年齢⑥職業を記入)、 18:00 ～ 19:00(全10回)
または下記ホームページから申し込み。
高松緑地温水プール
5,000円(会員3,000円)※入場料別途必要。
茨城県立鹿島産業技術専門学院
［募集人員］小・中学生＝10人
69-1171
＜（新）上級者向け４泳法教室＞
http://business2.plala.or.jp/kasigise/
４月６日～６月22日の間の木曜日
古着でワンちゃんの
11:00 ～ 12:00(全10回)
洋服を作ろう！
高松緑地温水プール
5,000円(会員3,000円)※入場料別途必要。
３月26日(日)13:30 ～ 15:30
［募集人員］一般の泳げる方＝10人
まちづくり市民センター
＜バランスボール教室＞
(中央公民館) ２階エコ広場
鹿島産業技術専門学院
［募集人員］10人
４月13日～６月15日の毎週木曜日
第二種電気工事士講座
［持ち物］古着、針、糸、はさみ、もの
9:30 ～ 10:15(全10回)
鹿嶋勤労文化会館リハーサル室
５月８日(月)、９日(火)、11日(木)、 さし ※事前に首回りと胴回り、首から
尾までの長さを測ってきてください。
15日(月)、16日(火)、18日(木)18:00 ～
3,000円(会員2,000円)
［募集人員］高校生以上＝20人
21:00(全6回)
茨城県動物愛護推進員 麻生さん
［内容］第二種電気工事士（筆記）受験
82-2554
高松緑地温水プール
85-1158

４月１日(土)14:00 ～ 16:00
水戸市／水戸プリンスホテル
［内容］開発途上国で活動するJICAボ
ランティアの制度や内容（技術系・医
療系・教育系・農業系・スポーツ系な
ど）について説明会を行います。
JICA筑波研修業務・市民参加協力
課 豊田さん
029-838-1117
https://www.jica.go.jp/volunteer/
index.html

４/１
（土）

鹿島製鐵所
さくらまつり

【イベント内容】
○キャラクターショー
「宇宙戦隊キュウレンジャーショー」
① 10:00 ～、② 14:15 ～

４月１日 ( 土 ) 9:00 ～ 15:30
新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所構内
さくらまつり会場

▲カミナリ
( 鉾田市出身）

○ お笑いライブ

① 11:00 ～ 12:00、② 13:00 ～ 14:00

出演者：神奈月、東京０３、カミナリなど
（都合により出演者が変更となる可能性あり）

新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 人事総務室

○工場見学会、グランドゴルフ大会、たたら製鉄、

84-2276

自動車展示会、会社紹介、各種模擬店など

各 種 相 談
相談名
行政相談

※相談はすべて無料です（★は要予約）。
日程

４月12日（水）

福祉心配ごと相談 ４月19日（水）
特設人権相談

４月11日（火）

年金相談 ★

４月13日（木）
５月11日（木）

時間

場所

問い合わせ･申し込み

13:30 ～ 15:30 市役所２階会議室202
13:30 ～ 15:30
10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

まちづくり市民センター
(中央公民館) ３階学習室１
市役所３階会議室301

４月11日（火）

お酒に関する悩み ４月26日（水）
５月24日（水）
何でも相談 ★

（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621
水戸地方法務局鹿嶋支局
83-6000
029-227-3253
水戸南年金事務所
※１カ月前から予約可。

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

４月６日(木)･20日(木) 10:00 ～ 15:00 常陽銀行鹿島支店
児童相談 ★

市民相談室

常陽銀行鹿島支店

82-3512

10:00 ～ 15:00

市役所１階相談室１
または交流会館

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

① 10:00 ～
② 13:30 ～

保健センター

保健センター
82-6218
※前日12時までに予約のこと。

【精神保健家族の集い】こころの病を抱える方の家族どうしが集まり、情報交換や悩みの相談などを行っています。
毎月１回火曜日に開催中
（予約不要）
。

４月18日
（火）９:30 ～ 11:30

保健センター

82-6218
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