書道作品を展示します
第31回一稻書院展

し・

の・

「ＳＡＬＯＮ’Ｓキッチン」

だれでも、どこでも、いつでも
楽しめる音楽療法を学びませんか
①６月18(日) ②７月16日(日)
③９月23日(土) ④11月26日(日)
10:00 ～ 15:00 ※③のみ9:00 ～
中台育心園大ホール
［対象］ミュージック・ケアに興味のある方
１回2,000円
NPO法人茨城ミュージック・ケア
研究会（中台育心園内） 69-2222

［試験日］10月14日(土)13:30 ～ 15:30
［受付期間］７月６日(木)・７日(金)
※ 鉾田保健所、潮来保健所で受け付け。
◇調理師試験準備講習会
９月６日(水)・７日(木)
鹿嶋市商工会館
45,000円(受験料、テキスト代ほか)
鉾田地方調理師会（割烹よこ多）
0291-32-6007

社(福 鹿)嶋市社会福祉協議会

横綱 稀勢の里
鹿島神宮 奉納土俵入り
茨城県出身の横綱稀勢の里が
土俵入りを行います。
６月４日(日) 15:00 ～
鹿島神宮本殿前
鹿嶋市観光協会
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１００円

７月６日～ 11月９日の指定する木曜
日の午前中(全16回）
※第15回講座のみ
土曜日に開催予定。
［対象］受講後、鹿嶋ふるさとガイド
に入会し、ボランティアとして活動で
きる20歳以上の方
［内容］鹿島神宮の概要(歴史など)、市
内の名所・旧跡について学びます。
［申込期限］６月30日(金)
鹿嶋市観光協会
82-7730

82-7730
‐２６２１

82

広告

広告

【奉納 古武道演武大会・小笠原流百々手式】古武道演武大会＝鹿島新當流をはじめ、11流派が演武を披露します。百々手式＝ 10
一列に並んだ射手が一斉に矢を放ちます。 ６月11日
（日）10:00 ～（百々手式は13:00 ～）
鹿島神宮
82-1209

10
12

総合福祉センター ［内容］障がいのある方と一緒にミュージックケアを楽しみます。

鹿嶋ふるさとガイド育成講座
受講生募集

)

＜二科会写真部茨城支部展＞
６月18日(日) ～７月２日(日)
9:30 ～ 16:30(初日は13:00から、最終
日は15:00まで)
陸上自衛隊勝田駐屯地
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
夏休みキャンプ教室
＜フリーマーケット＞
６月18日(日)9:30～15:00 ※雨天中止。
７月22日(土) ～ 23日(日) ※１泊２日
はまなす公園展望塔前広場
陸上自衛隊勝田駐屯地
※ 出 店 者 も 募 集 中。 １ 区 画(2ｍ × ［対象］県内在住の小学生（保護者１人
2m)＝500円、車両出店＝1,000円
同伴）＝70人（応募多数の場合は抽選）
大野潮騒はまなす公園
69-4411 ［内容］自衛隊テント設営、飯ごう炊
さん、キャンプファイヤーなど
水戸地方がん市民セミナー
1人2,500円
「がん」を知ろう！！
６月23日（金）までに往復はがき
６月18日(日)13:30 ～乳がんについ （参加者全員の①氏名･ふりがな②生年
月日③年齢④学年⑤性別⑥住所⑦電話
て、14:30 ～前立腺がんについて
番号を記入）
で申し込み。
水戸市／エクセルホール
アストラゼネカ市民公開講座事務局
〒312-8509 ひたちなか市勝倉3433
勝田駐屯地広報班
06-4708-3949
029-274-3211

茨城県調理師試験および
試験準備講習会のお知らせ

日 金(

６月20日(火) ～ 25日(日)9:00 ～ 17:00
(初日は13:00から、最終日は16:00まで)
まちづくり市民センター(中央公民館)
鹿嶋篆刻同好会 三田村さん
66-6062

６月23日～９月29日の指定する金
曜日18:00 ～ 19:00(全10回)
［対象］小・中学生＝10人
5,000円(会員3,000円)
※入場料別途必要。
高松緑地温水プール
85-1158

時

第12回
鹿嶋篆刻同好会展

かしまスポーツクラブ
イルカ水泳教室２期

７月１日（土） 時～

大野潮騒はまなす公園からの
お知らせ

報

ボーイスカウト隊
募集説明会を開催します

６月２日（金）～４日（日）10:00 ～
６月25日（日）14:00 ～ 15:00
17:00 (最終日は15:00まで)
神栖市／神栖中央公民館
［対象］幼稚園･保育園の年長～小･中
鹿嶋勤労文化会館
いっとう
一稻書院書道会 林さん
82-0331 学生と保護者
ボーイスカウト神栖第一団
親子交流イベント
山下さん
92-5976
７月16日(日)10:00 ～ 14:30
(受付9:30) ※雨天決行。
神栖市／日川浜オートキャンプ場
［内容］段ボールオーブン作り、アウ
トドアクッキング
［対象］鹿嶋市・神栖市に在住または
おおむ
在勤で、子どもの年齢が概ね６歳から
12歳の親子＝20組(抽選)
大人1,000円、子ども500円(体験料、
食事代、保険料)
［申込期限］６月30日(金)
カシマ・インフォメーション・
サロン(9:00 ～ 17:00）※土曜日休館。
92-3557

情・

【アシストタイム参加者・ボランティア募集】

ら・

［対象］障がいのある方と家族、一緒に参加できる小学４年生以上の方 ［申込期限］６月

暮・

【毎月 日は交通安全の日】６月の重点目標は「 梅雨期の交通事故防止 」です。雨の日は、スピードは控えめにし、車間距離はいつもより長くとるなどの運転を心がけましょう。
交通防災課
安全運転にご協力をお願いします。
1

※ 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。

「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 不法電波！」
電波のルールを守りましょう
６月１日～ 10日は
「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」
です。
関東総合通信局
◇不法無線局による混信･妨害
03-6238-1939
◇テレビ・ラジオの受信障害
03-6238-1945
◇地上デジタルテレビ放送の受信相談
03-6238-1944

税のスペシャリスト
税務職員(国家公務員)募集
［受験資格］高等学校または中
等教育学校を卒業した日の翌
日から３年を経過していない
方
（ 平 成29年 ４ 月１日 現 在 ）
、
および平成30年３月までに高等学校ま
たは中等教育学校卒業見込みの方
［第１次試験］９月３日
（日）
［申込期間］６月19日
（月）～ 28日
（水）
※原則インターネット申し込み。
関東信越国税局人事第二課試験係
048-600-3111(内線2097)

http://www.jinji-shiken.go.jp/
juken.html

「ハーモニーフライト2017」
女性の海外派遣 研修員募集

［募集人員］日本国籍を有し、県内に
① ６ 月25日(日) 、 ② ７ 月23日(日)
おおむ
５年以上居住している概 ね25 ～ 60歳
いずれも10:00 ～ 12:00 ※雨天中止。
の女性＝15人程度 ※書類および面接 ［集合場所］①慈眼寺駐車場、②大福
寺駐車場 いずれも9:30
による選考有り。
［研修テーマ］地域活動における女性 ［コース］①慈眼寺、愛宕神社など６
㎞、②大福寺、今宮神社など６㎞
の活躍、職場における女性の活躍ほか
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
［研修先］ノルウェー（6日間程度）
※事前・事後に４日程度の県内研修有り。
各500円（買物券付き）
①６月23日(金)、②７月21日(金)ま
25万円程度（県内・海外研修費用）
［申込期限］６月21日(水)必着
でに、ファックス（氏名、年齢、住所、
※応募方法など、詳しくは県ホーム
電話番号を記入）で申し込むか、下記
ページ「ハーモニーフライトいばらき
に来店して直接申し込み。
2017」で検索してください。
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
茨城県知事公室女性青少年課
ラリー内）
77-8878（10:00 ～
16:00、木曜日定休）
029-301-2178

鹿嶋市身体障害者福祉協議会
ユウカメロンを販売します
６月６日(火) ～８日(木)
12:00 ～ 15:00 ※雨天中止、
売り切れ次第終了、配送可。
市役所第２庁舎前駐車場
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会内鹿嶋
市身体障害者福祉協議会事務局
82-2621

有毒植物による食中毒に気をつけましょう！
潮来保健所 衛生課

66-2116

高齢者が山菜などと間違えて有毒植物を食べ、死亡する事案が発生し
ています。
食用と確実に判断できない植物は、
絶対に食べないでください。
野草を食べて体調が悪くなった場合は、すぐに医師の診察を受けてく
ださい。
食べられる植物

ニラ

ノビル

鹿嶋の魅力を知ろう！
まち歩きツアー

食べられない植物

スイセン

「児童虐待防止推進月間」の
標語を募集します
［応募方法］６月23日(金)までにはがき
またはＥメール(①作品②住所③氏名
④年齢⑤職業⑥電話番号を記入)で下
記へ応募。※ どなたでも応募できます。
［応募先］〒310-0004 茨城県水戸市青
柳町3896番地 東水戸データーサービ
ス株式会社 標語募集担当者
gekkan-hyougo@e-hds.com
厚生労働省 雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策推進室
03-5253-1111(内線7946)

地域の「さろん」をつくろう！
参加者募集
６月30日(金)13:00 ～ 16:00
総合福祉センター
［内容］さろんの仕組みや
効果について
［講師］茨城大学 長谷川幸介特任准教授
［募集人員］市内在住・在勤のさろん活
動に興味・関心がある方＝30人(先着)
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621
83-0242

広告
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【あじさいウォーキング参加者募集】
ど周辺約10㎞

６月25日
（日）
９:00 ～ 13:30 ［コース］茨城県水郷県民の森(潮来市)を出発し、二本松寺な

300円 ※二本松寺入場料は別途必要。［持ち物］昼食、飲み物［申込期限］６月15日(木)

スポーツ推進課

