日々の想いを詠んでみませんか
鹿嶋短歌会会員募集

し・

の・

いばらき防災大学
受講生募集

短歌の文法を基礎から学びます。
毎月第４木曜日13:00 ～ 15:00
三笠公民館(まちづくりセンター )
年会費5,000円、月会費500円

［受験資格］①高校卒＝平成８年４月
２日～平成12年４月１日生 ②短大卒
＝平成６年４月２日～平成10年４月１
日生 ③大学卒＝平成４年４月２日～
平成８年４月１日生※いずれも平成30
年３月卒業見込みを含む。
［募集人員］消防吏員10人程度
［試験日･内容］第１次＝９月17日（日）
学科試験､適性検査､小論文
［申込期間］７月10日
（月）～８月14日(月)
17:00 ※申込書は７月３日から下記で配布。
鹿島地方事務組合消防本部消防課
97-3614

子ども環境スクール
鹿島神宮「植物探検隊」募集

)

１００円

社(福 鹿)嶋市社会福祉協議会

［勤務期間］７月20日(木) ～
７月30日(日)16:00 ～ 19:00
８月31日(木)
CAFE＆BAR TAMER（和708-8）
［募集人員］20 ～ 35歳の独身男女＝各15人 ［勤務日時］火～日曜日9:00 ～ 21:00
男性3,500円、女性2,000円(女性２ ［時給］780円（交通費１日100円支給）
高松緑地温水プール
人以上で参加の場合は１人1,500円)
シルバー人材センター
85-1158
下記に電話またはショートメッ
夏休み子ども教室
セージメールで申し込み。
鹿島セントラルモール屋内屋外 ＜陶芸教室（マグカップ作り）＞
NPO法人ファーストペンギンネット
イベント出店者募集
７月28日(金)9:00 ～ 12:00
ワーク
090-8763-4624
総合福祉センター
フリーマーケット、ハンドメイドイベ
親子料理教室
陶芸室
ントの出店者を募集します。
参加者募集
700円
８月５日(土)10:00 ～ 15:00
（フリーマー
＜手芸教室(手編みのストラップ作り)＞
ケットは9:00 ～）
７月22日(土)10:00 ～ 13:00
８月４日(金)10:00 ～ 12:00
［募集区画］屋内広場ハンドメイド雑
鹿島公民館(まちセン)調理室
いきいきサロンひまわり
貨の販売または体験＝20区画、屋外広
［募集人員］小学生の親子８組(先着)
300円
場フリーマーケット＝70区画 ※詳しく
１組800円
［募集人員］いずれも小学生＝20人
（先着）
は下記へお問い合わせください。
［申込期限］７月15日(土)
（公社）
鹿嶋市シルバー人材セン
カシマ・インフォメーション・サ
潮来友の会 小澤さん
ター
83-5577
ロン
92-3557(土曜日休館)
69-1801

日 金(

７月30日(日)9:00 ～ 10:30
［集合場所］鹿島神宮大鳥居
［募集人員］15人※小学校低学年は保
護者同伴のこと。
［持ち物］
飲み物、筆記用具、タオルほか
28
［申込期限］７月22日(土)
かしま環境ネットワーク 須藤さん
090-6509-0159

‐２６２１
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広告

【ふれあいサロン交流会】

７月10日(月)10:00 ～ ※雨天順延。 [内容] ジャガイモ掘り ※お土産
（ジャガイモ）
、試食あり 。

[対象] 障がいのある方、65歳以上の方=30人(先着)

ＮＰＯ法人かたつむり工房
（津賀1714）

69-6331

10

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。

地元農家が作った野菜でＢＢＱ
ふれあいパーティー参加者募集 ［対象］高校生以上

平成29年度鹿島地方事務組合
消防本部消防職員採用試験

時

高松緑地温水プール
プール監視員募集

報

８月５日（土） 時～

防災に関する幅広い分野の内容が学
べるほか、防災士試験の受験資格も得
られます。
９月30日(土)、10月１日(日)・14日
あ わ や
(土)・15日(日) (全４回)
鹿嶋短歌会 粟屋さん
常総市／石下体育館
82-5327
［対象］県内在住の防災活動に従事す
鹿嶋市ボランティアセンター る方または関心のある方
からのお知らせ
［募集人員］200人（先着）
無料 ※ただし防災士の資格取得を
＜サマーチャレンジボランティア講座＞
７月22日(土)10:00 ～ 14:00(昼食あり) 希望する方は11,000円。
下記ホームページにある受験申込
［内容］認知症サポーター養成講座など
書に記入し、交通防災課へ申し込み。
［募集人員］30人（先着）
交通防災課または茨城県防災・危
＜ボランティア交流会（講演）＞
機管理課
029-301-2885
８月３日(木)13:30 ～ 15:30
http://www.pref.ibaraki.
［内容］地域の支え合い活動について
［講師］茨城県社協地域福祉アドバイ j p / s o s h i k i / s e i k a t s u k a n k y o /
bousaikiki/index.html
ザー 長谷川幸介さん、外岡仁さん
いずれも総合福祉センター 集会室
鹿嶋市ボランティアセンター
82-2621

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］７月

暮・

【毎月 日は交通安全の日】７月の重点目標は「 夏休み期間中における交通事故防止 」です。レジャーや帰省などの長距離ドライブでは、無理な計画を立てず、体調管理ととも
交通防災課
にこまめに休憩をとりましょう。安全運転にご協力をお願いします。

※ 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。

ミニ博物館ココシカ
講話「東国における親鸞聖人」
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ホタル再生をめざして
ザリガニ釣り大会

大野潮騒はまなす公園からの
お知らせ

７月９日(日)13:30 ～ 15:30
［講師］稲田禅房西念寺 梅嶋教信さん
500円
ミニ博物館ココシカ
94-8161

７月29日(土) 9:00 ～ 11:30(受付8:30 ～ )
＜フリーマーケット出店者募集＞
※雨天時は７月30日(日)。
７月16日(日)9:30 ～ 15:00
鹿島神宮御手洗公園 ひょうたん池
はまなす公園展望塔前広場
［持ち物］帽子、タオル、飲み物、バケツ
１区画(2ｍ×2ｍ)500円、車両出店
認知症の方と家族の交流の場 ※釣竿、えさ、網は主催者が準備します。 1,000円
小学３年生以下は保護者同伴のこと。
＜夏休みの宿題お手伝いします＞
ウェルカフェ～つどいの場～
１家族100円
７月22日～８月27日の間の土・日曜日
７月８日(土)10:00 ～ 12:00
かしま水を考える会 田口さん
10:00 ～ 15:00
［内容］認知証ケア研究所
「劇団いくり」
84-1369
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
による認知症についての寸劇と講話
［内容］
郷土研究(テーマ自由)のお手伝
鹿嶋市身障協たまさろん
［対象］市内在住の認知症の方とその家
い。１人１時間程度、個別対応。
笑いヨガに参加しませんか
族、認知症や認知症予防に関心のある方
［対象］大野地区の小・中学生(小学生
ウェルポート鹿嶋の郷
７月10日(月)10:00 ～ 12:00
は保護者同伴のこと) ※要予約。
90-3123
総合福祉センター娯楽室
＜ギャラリー展（写真の部）作品募集＞
［募集人員］市内在住で身体障害者手帳を ［作品展日程］８月11日(金・祝)～20日(日)
持っている方、活動に賛同する方＝15人
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
親子で水遊び！
300円
［テーマ］水のある風景・情景
としょういけ
［申込期限］７月７日(金)
［出展規格］半切、Ａ３～全紙＝１人２点以内
徒渉池オープン
鹿嶋市身体障害者福祉協議会
［応募期限］８月５日(土)
施設管理課
82-2621
大野潮騒はまなす公園事務室
平 井 児 童 公 園 内（ 平 井 コ ミ ュ ニ
69-4411
77-9533
大野囲碁・将棋クラブ
ティセンター南側）にある幼児向け
徒渉池（水深約30cm）が下記の期間
オープンします。監視員はおりませ
んので、利用の際は必ず保護者の付
き添いをお願いします。
［期間］
７月15日(土) ～ 8月31日(木)

9:00 ～ 16:00

平成29年度自衛官募集
※詳しくはお問い合わせください。
自衛官候補生

一般曹候補生

夏季囲碁・将棋大会

７月23日(日)9:00 ～ 16:00
大野ふれあいセンター２階和室
500円（賞品代）、昼食は各自
大野囲碁・将棋クラブ 宮内さん
090-6515-7670

親子向け人形劇
「ヘンゼルとグレーテル」

７月13日(木)10:40 ～
(開場10:30)
鹿嶋勤労文化会館
自衛隊茨城地方協力本部
［対象］市内在住の親子
百里分駐所 0299-52-1366
鹿嶋市地域子育て支援センター
募集課募集班 029-231-3315
83-4152
航空学生

受付

海

上

航

空

年間を通じて受付･
７月１日（土）～９月８日（金）(締切日必着)
試験

対象
試験日

平成30年４月１ 平成30年４月１
採用月の１日現在、 平成30年４月１日現在、
日現在、18歳 日現在、18歳
18歳以上27歳未満 18歳以上27歳未満
以上23歳未満 以上21歳未満
１次＝９月16日(土) ～
１次＝９月18日（月･祝）
受付時にお知らせ 18日（月・祝）のうち
２次＝10月中旬～下旬
します。
指定する１日
３次＝11月～ 12月
２次＝10月上～中旬

県立鹿島産業技術専門学院
オープンキャンパス

７月９日(日)、８月20日(日)9:30 ～
11:30、７月25日(火)13:30 ～ 15:30
［内容］学院ガイダンス、体験授業(プ
ラント保守科、生産CAD科)
参加希望日の１週間前までに電話
で申し込み。
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171

広告
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【ひらい夏まつり】今年は平井地区子ども会児童が、風車で会場を飾ります。
日(日) [内容] カラオケ大会、模擬店、盆踊り、抽選会

７月22日(土)14:30 ～ ※雨天時は７月23

平井公民館
（まちづくりセンター）

83-4228

