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認知症介護者交流の場
「ウェルカフェ」
ご利用ください

西谷親水遊歩道
さくら祭り
焼きそばやお団子などの
模擬店を出店し、皆さんを
お待ちしています。
４月８日（土）10:00 ～ 14:00
※雨天中止。
西谷親水遊歩道 憩いの広場
西谷活用推進協議会（鉢形公民館
内）平山さん
90-3430

「ウェルカフェ」は、認知症の方を介
護している方同士が、日頃の悩み事や
心配事などを話す交流の場です。
毎月第３木曜日10:00 ～ 12:00
※第１回目は４月20日(木)に開催。
年間2,500円
［対象］市内在住で認知症のご家族を
を介護している方、または認知症や認
知症予防に関心のある方
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

鹿嶋の魅力を知ろう！
まち歩きツアー
４月23日（日）10:00 ～ 12:00
※雨天中止。
［集合場所］9:30津賀城址公園駐車場
［コース］津賀城址、近津神社など６㎞
［対象］小学生以上＝50人（先着）
500円（買物券付き）
４月21日(金)までに、ファックス（①
氏名②年齢③電話番号を記入）で申し
込むか、下記に来店して直接申し込み。
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
ラ リ ー 内)
77-8878（10:00 ～
16:00、木曜日定休）

財務省関東財務局水戸財務
事務所へご相談ください
関東財務局水戸財務事務所では、下
記の無料相談窓口を設置しています。一
人で悩まないで、
迷わずご相談ください。
○詐欺的な投資勧誘（未公開株、社債、
ファンド）、電子マネー詐欺（架空請求、
サクラサイト）
029-221-3195 (平日の8:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)
○多重債務（借金、クレジットカード、
各種ローンの悩み相談）
029-221-3190 (平日の8:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:30)

法テラス茨城in鹿嶋市
無料法律相談会
法テラス茨城では、４月10日の法テ
ラスの日を記念して、弁護士による無
料法律相談会を行います。
法的トラブルでお困りの方は、お気
軽にご利用ください。
４月21日(金)13:00 ～ 16:00
まちづくり市民センター(中央公民館)
学習室
［募集人員］10人程度（先着･要予約）
４月３日(月)から下記で予約受付。
法テラス茨城
0503383-5390
(平日9:00 ～ 17:00)

鹿嶋の海岸を守る会
定期清掃 参加者募集
美しい浜辺を取り戻すため、一緒に
海岸をきれいにしませんか。
※軍手、ごみ袋は当日お渡しします。
４月16日(日)9:00 ～
角折海岸(第11ヘッドランド前)公衆
トイレ付近
鹿嶋の海岸を守る会 会長笹沼さん
090-8042-1708

鹿嶋市ボランティアセンターからのお知らせ
福祉体験サポーター養成講座

点字ボランティア養成講座

小･中学校などで福祉教育をサポートするボラン
ティアを養成します。
４月25日(火)13:00 ～ 16:00(受付12:30 ～ )
総合福祉センター
［内容］車いす・アイマスク体験・高齢者疑似体験な
どの手順を学びます。
［募集人員］30人
［持ち物］かかとのある上履き、筆記用具
※動きやすい服装でお越しください。
［申込締切］４月14日(金)

毎週水曜日10:00 ～ 12:00(全６回)
※第１回目は５月10日(水)に開催。
まちづくり市民センター (中央公民館) ３階研
修室
［内容］視覚障がい者への理解と点字のしくみにつ
いて学びます。
［対象］点字ボランティアに関心があり、講座終了
後、点字ボランティアとして活動する意欲のある
方＝20人
［申込締切］５月２日(火)

電話またはファックス(①講座名②氏名③住所④電
話番号を記入)で右記へ申し込み。

鹿嶋市ボランティアセンター ( 社会福祉協議会事
82-2621
83-0242
務局内）
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鹿嶋市役所

82-2911（代表） 10

※ 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。

第18回
フォト迷露写真展
平成29年度自衛隊
一般幹部候補生募集
［受付期間］５月５日（金・祝）まで
［応募資格］平成30年４月１日現在、
次のいずれかに該当する方
○大卒程度試験＝ ①22歳以上28歳未
満の方で修士課程等を修了した方（見
込含む）※専門職大学院の課程を修了
し た 方 は26歳 未 満。 ②20歳 以 上22歳
未満で大学(短期大学を除く)を卒業し
た方（見込含む）
○院卒者試験＝20歳以上28歳未満で
修士課程等を修了した方（見込含む）
［試験日］第１次＝５月13日（土）・14
日（日）※14日は飛行要員のみ 実施。
自衛隊茨城地方協力本部 百里分駐所
0299-52-1366、または募集課募集班
029-231-3315

ダイエット効果もあります
吹矢教室参加者募集
4月15日 ～ ５ 月 ６ 日
の 毎 週 土 曜 日13:00 ～
15:00(全４回)
まちづくり市民センター (中央公民
館)体育館
一般＝800円(会員400円) 、小・中
学生＝200円
かしまスポーツクラブ事務局
82-9042

毎月１日は交通安全の日
４月の重点目標は、
「新入学児
童・新社会人の交通事故防止」で
す。新しい環境のもとでの通勤・
通学が始まる季節で
す。より一層の安全運
転を心がけましょう。
交通防災課

４月11日
（火）～ 16日(日)10:00 ～ 17:00
(初日は12:00から、最終日は15:00まで)
潮来市／水郷まちかどギャラリー
フォト迷露 笹本さん
69-3327

第２回はまなす公園ギャラリー
絵画の部 作品展
4月18日(火) ～ 30日(日)9:00 ～ 16:30
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

桜に関する作品を展示します
「絵画小作品・グループ展」
女性12人による油絵の作品展です。
４ 月 ４ 日(火) ～ 16日(日)10:00 ～
16:00 ※月曜日休館。
ギャラリーやまさん(小山121)
代表 小澤さん
69-2660

アットホーム
クラシックコンサートvol. １

子育て中の親御さんをはじめ小さなお
子さんまで、どなたでも気軽にクラシッ
ク音楽をお楽しみください。
４月30日(日)14:00 ～ (開場13:30)
認定こども園こじか ホール
［曲目］アイネクライネナハトムジー
第12回東日本大震災復興支援 クなど
バスツアー参加者募集
一般(中学生以上)1,000円、小学生
宮城県七ヶ浜町(松島方面)を訪問し、 以下500円（３歳以下無料）
支援活動を行います。
petit piano教室
090-2216-0525
http://www.kawai.co.jp/pnet/view.
５月13日(土) 鹿嶋市役所出発5:30
［募集人員］20人
aspx?id=498289
10,000円
（高校生以下5,000円）
大野潮騒はまなす公園
［申込締切］
４月15日（土）
フリーマーケット開催
かしま食育たんぽぽグループ
毎月第３日曜日に開催しています。
渡辺さん
080-3489-3389
４月16日(日)9:30～15:00 ※雨天中止。
第18回アースデイかしま
はまなす公園展望塔前広場
環境パネル展出展者募集
※出店者も募集しています。１区画(2
日頃の環境活動をパネル展で発表し
ｍ×2m)＝500円、車両出店＝1,000円
てみませんか。
大野潮騒はまなす公園事務室
４月19日(水) ～ 26日(水)
69-4411
ショッピングセンターチェリオ１階
茨城県水郷県民の森
かしま環境ネットワーク 野口さ
イベント情報
ん
080-3477-2873
＜春の山野草展＞
鹿嶋朗読会会員募集
４月８日(土)･ ９日(日)9:00 ～ 15:00
まずは見学からお気軽に
水郷県民の森ビジターセンター内
目が不自由な方のために、
「 広報鹿
＜植物観察会＞
嶋」を月２回録音しています。一緒に
４月15日(土) 10:00 ～２時間程度
活動しませんか。詳しくはお問い合わ
水郷県民の森ビジターセンター前
せください。
集合
［内容］園内を散策しながら植物を観
鹿嶋市交流会館会議室
察します。
鹿嶋朗読会 宮前さん
070-3604-0318(18:00まで)
水郷県民の森管理事務所
64-6420
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