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平成29年度 手話奉仕員
養成講座（入門・基礎コース）
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蓄電池設備整備
資格者講習会

５月13日～平成30年２月の毎週土曜日
８月31日(木)、９月１日(金)(全２回)
19:00 ～ 21:00 ※事前申込は不要です。
水戸市／茨城県建設技術研修セン
ター
潮来市立中央公民館
鹿行手話奉仕員養成委員会 委員長 ［募集人員］80人（先着）
27,500円
（免状交付手数料2,160円
72-2661、事務局 高橋さ
越地さん
が別途かかります）
ん 050-5276-9585
［受付期間］６月19日(月) ～７月７日(金)
エアロビクス＆
［申込先］
（一社）茨城県消防設備協会
骨盤セルフストレッチ教室
029-226-9611(土・日曜日を除く)
［ 日 時･内 容 ］ ５ 月31日(水) 12:00 ～
82-0119
鹿嶋消防署予防グループ
12:50＝オリジナルエアロビクス(エア
69-0119
大野消防署予防グループ
ロビクスに慣れている方
消防設備士試験受験者のための
向 け)、13:15 ～ 14:00＝
受験準備講習会
骨盤セルフストレッチ(ど
なたでも)
［区分･日時］甲･乙第１類＝７月13日
(木)･14日(金)、甲･乙第４類＝７月20
カシマスポーツセンター
日(木)･21日(金)、乙第６類＝７月27日
各1,000円(両方参加の場合は1,500
(木)･28日（金）いずれも9:00 ～ 16:30
円)
［持ち物］タオル、飲み物、エアロビ
水戸市／茨城県建設技術研修センター
クス参加の方は室内履きシューズ
［募集人員］各80人（先着）
２日間受講15,750円、１日のみ受講
フィットネスインストラクター
10,500円
加瀬さん
090-6795-9685
［受付期間］６月５日(月) ～ 23日
（金）
nozomi1983092389@gmail.com
［申込先］
（一社）茨城県消防設備協会
029-226-9611(土・日曜日を除く)
※詳しい受講案内は、下記で配布して
看護の心をみんなの心に
います。
第53回いばらき看護の祭典
82-0119
鹿嶋消防署予防グループ
69-0119
５月14日(日)12:00 ～ 15:30
大野消防署予防グループ
水戸市／茨城県民文化センター
鹿島産業技術専門学院
［内容］ロビーイベント(ちびっこナー
アーク溶接特別教育
ス服の試着体験など)、キャン
ドルサービス、林家うん平さ
６月21日(水)･22日(木)･23日(金)9:00 ～
んによる特別講演
「聞いて長
17:00 (全３回)
生き！笑って健康！健康人生
［内容］労働安全衛生法に基づく特別
バンザイ！」ほか
教育(修了者には修了証を交付)
ファックスまたはＥメール
（①氏名 ［募集人員］15人（抽選）
または団体名②住所③電話番号④参加
2,980円
（テキスト代含む）
人数を記入）
で下記に申し込み。
５月24日(水)までに、往復はがきま
たはホームページから申し込み。
(公社)茨城県看護協会
茨城県立鹿島産業技術専門学院
029-221-6900
69-1171
029-226-0493
http://business2.plala.or.jp/kasigise/
ibakango@olive.ocn.ne.jp

自 動 車 税 は 納 期 限 ５ 月31日
までに納めましょう
自動車税は、毎年４月
１日現在で自動車を所有
している方に課税されます。
お近くの金融機関、郵便局、コンビ
ニエンスストアまたは県税事務所で納
期限までに納付してください。
なお、平成27年度から定期課税分の
自動車税がクレジットカードで納付でき
るようになりました。詳しくは、納税通
知書に同封されるチラシまたは茨城県
税務課のホームページをご覧ください。
茨城県行方県税事務所 収税課
72-0482

不正大麻・けし撲滅運動を
実施しています
近くでこんな花を見かけたことはあ
りませんか。法律による栽培・所持な
どの禁止を知らずに不正に栽培してい
ることがあります。疑わしい花を見つ
けた場合は、下記にご連絡ください。

アツミゲシ
(セティゲルム種)

ケシ
（ソムニフェルム種）

潮来保健所 衛生課
66-2116

鹿島病院
糖尿病教室
５月27日(土)13:30 ～ 14:30
鹿島病院食堂
［内容］姿勢を良くして代謝アップ、
食事療法のポイント
［申込締切］５月26日(金)
(公社)鹿島病院
82-1271

広告

鹿嶋市役所

82-2911（代表） 10

鹿島病院
第22回看護の日キャンペーン
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第34回
鹿嶋市前期バドミントン大会

５月14日(日)10:30 ～ 15:30
５月27日(土)・28日(日)9:00 ～
チェリオ ジーコ広場わき
カシマスポーツセンター
［内容］骨密度･血管年齢測定、血圧・ ［種目］男子単、女子単、混合複、男
子複、女子複 ※いずれも１～３部制。
握力などの各種測定、関節痛（腰痛･肩
［参加資格］鹿嶋市バドミントン協会
こり）の運動、就労・進学相談
に登録済み
（当日登録可）でスポーツ障
(公社)鹿島病院 菅谷さん
82-1271
害保険に加入している方
一般＝複2,500円、単1,200円、中学生
以下＝複2,000円、単1,000円
鹿嶋市身障協の
５月14日(日)までにＥメールで申し込み。
たまさろんカラオケ
鹿嶋市バドミントン協会
５月８日(月)10:00 ～ 14:00
kashima.bad@yahoo.co.jp
総合福祉センター娯楽室
終末期医療講演会
500円(昼食代など)
「安らかな看取りを求めて」
［対象］市内在住で、身体障害者手帳
を持っている方および団体活動に賛同
５月31日(水)18:45～20:00(18:00開場)
する方＝15人
鹿嶋勤労文化会館 大ホール
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会内 ［講師］日本尊厳死協会理事長
鹿嶋市身体障害者福祉協議会事務局
岩尾總一郎先生
(社福)至福会
84-7611
82-2621
83-0242

ニホンミツバチ
講演会
５月14日(日)13:30 ～ 15:30
(13:00開場)
潮来市／水郷県民の森ビジターセ
ンター会議室
［講師］日本在来種みつばちの会会長
藤原誠太さん、農研機構昆虫相互作用
ユニット 前田太郎さん
［募集人員］60人(当日先着)
かしまミツバチプロジェクト事務局
84-7258

ユニセフのつどい
安田菜津紀さん講演会
６月25日(日)13:30 ～ 16:00
水戸市／ミオス(水戸市福祉ボラン
ティア会館２階)研修室
［内容］カンボジアを中心に紛争や貧困に
さらされている子どもたちの今について
茨城県ユニセフ協会
029-224-3020

新緑の日光半月山を歩こう！
ふれあいハイキング

第４回鹿嶋神の道フェスタ参加者募集
「鹿嶋神の道」に新しいルートが誕生しました。新緑のさわやか
なこの季節に、豊かな自然を感じながら歴史と伝統ある文化財を
巡る道を一緒に歩いてみませんか。
５月21日（日）９:30 ～ 14:30（受付９:00 ～）
※小雨決行、荒天中止。
鹿嶋神の道ルート１
［集合場所］まちづくり市民センター (中央公民館)
［コース］ 鹿嶋神の道ルート３：神向寺、東の一之鳥居、鬼塚、
潮宮ほか（約12km）
［持ち物］飲み物 ※動きやすい服装で参加してください。
1,000円（オリジナル弁当付、粗品進呈）
５月17日（水）までに電話、ファックスまたははがき（①氏名
②年齢③住所④電話番号を記入）で申し込むか、下記ギャラ
リーで直接申し込み。
〒314-0031 鹿嶋市宮中１- ４-25
鹿嶋人ギャラリー内
「鹿嶋神の道運営事務局」
77-8878（10:00 ～ 16:00、木曜日定休）

５月20日(土) 6:00出発、19:30帰
着 ※雨天決行。
［発着地］ 大野潮騒はまな
す公園 第２駐車場
［行き先］栃木県日光市／半月山
※初級者向け(傾斜あり)。
［募集人員］35人（先着）
4,000円
［持ち物］ 登山靴
（トレッキング
シューズ）、弁当、飲み物、帽子、
タオル、着替え、雨具など
参加費を添えて、下記に直接申
し込み。※電話での申し込みはで
きません。また、５月18日(木)以
降のキャンセルは返金できません。
はまなす公民館(まちセン)
69-6211 ※月曜日休館。

広告
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【フリーマーケット出店者募集】

５月21日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止。

１区画(2ｍ×2ｍ)500円、車両出店1,000円

広告

【毎月 日は交通安全の日】５月の活動重点は、
「 ゴールデンウィーク、農繁期の交通事故防止 」です。ドライバーは、ゆとりと思いやりの気持ちを持って、安全運転を心がけましょう。
交通防災課

※ 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。

はまなす公園展望塔前広場

大野潮騒はまなす公園事務室

69-4411(月曜休館)

