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＜創業スクール＞
９月17日(日)・24日(日)・30日(土)、
10月８日(日)13:00 ～ 16:00(全４回)
［内容］ 経営戦略、マーケティング、
ビジネスプラン作成
3,000円
［募集人員］30人
いずれも鹿嶋市商工会館
鹿嶋市商工会
82-1919

泳げない方、水が苦手な方の
水中運動教室シニアプールメイト

し・

の・

情・

報

茨城県水郷県民の森
①昆虫観察会②植物観察会
①８月19日(土)10:00 ～ 12:00、②
９月16日(土)10:00 ～ 12:00
水郷県民の森ビジターセンター前
集合
［内容］園内を散策しながら昆虫や植
物を観察します。
水郷県民の森管理事務所

64-6420

８月29日(火) ～ 11月28日(火）
の火・
金曜日11:00 ～ 12:30（全27回）
運動が苦手でも大丈夫です
［内容］クロール中心
スクエアステップ教室
［対象］15回以上参加できる市内在住の
60歳以上の方で、医療機関の健康診断
スクエアステップは、正方形のマス
を受け、診断書の提出ができる方
（診断 目に沿ってステップするエクササイズ
料は１人5,000円を上限に補助金あり）
で、転倒予防などに効果があります。
［募集人員］25ｍ泳げない方＝20人
（先着）
９月12日～ 11月14日の毎週火曜日
10:30 ～ 11:30(全10回)
1,500円
（保険代など）
大野北いきいきプラザ
高松緑地温水プール
［対象］市内に住民票を有する65歳以上
85-1158
の方＝20人
かしま環境ネットワーク
2,000円
夏休み「子どもエコ教室」
かしまスポーツクラブ
85-1158
８月26日(土)13:00 ～ 16:00
放送大学
まちづくり市民センター (中央公民
10月生募集のお知らせ
館) ２階エコ広場
［内容］環境カルタ、ゴミの分別、紙芝
放送大学はテレビなどの放送やイン
居、ぬり絵、クイズほか
ターネットを通して学ぶ通信制の大学
です。心理学、福祉、経済、歴史、文学、
かしま環境ネットワーク麻生さん
自然科学など幅広い分野が学べます。
82-2554
［出願期限］第１回＝８月31日(木)、第
現地見学も実施します
２回＝９月20日(水)まで
鹿島港貿易実務セミナー
放送大学茨城学習センター
鹿島港利用圏内で貿易に携わってい
029-228-0683
る方や、これから貿易ビジネスを始め
平成29年度 鹿嶋市地域
る方を対象とした講座です。
創業セミナー＆スクール
８月23日（水）～ 25日（金）9:30 ～
＜創業セミナー＞
16:30 ※25日は鹿島港・東京港見学。
鹿島セントラルホテル
９月８日(金)19:00 ～ 21:00
［内容］ゼロからのスタートや先代か
［募集人員］20人（先着）
ら継承するための知識や経験がない方
15,000円
（テキスト代、昼食代）
の「元気・やる気企業（起業）」を発掘
鹿島港振興協会事務局
［募集人員］50人
92-5551

戦争の悲劇の読み語り
「茨城県72年の透視図」
８月15日(火)13:30 ～
まちづくり市民センター (中央公民
館)研修室202
［内容］鹿島地区女子防空監視隊など
さ か き
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
69-1696

認定こども園こじか
未就園児親子教室
８月８日(火)10:30 ～ 11:30
［内容］ 水と砂であそぼう
［持ち物］帽子、水筒、着替え
※ 毎週火曜日は園庭を開放しています。
認定こども園こじか
82-0538
82-0588

大野潮騒はまなす公園
フリーマーケット
８月20日(日)9:30～15:00 ※雨天中止。
はまなす公園展望塔前広場
※出店者も同時募集中。１区画(2ｍ
×2m)＝500円、車両出店＝1,000円
大野潮騒はまなす公園
69-4411

鹿嶋の魅力を知ろう
まち歩きツアー
①８月27日
（日）
、②９月24日
（日）
各10:00 ～ 12:00※雨天中止。
［集合場所］①9:30 鹿嶋市役所、②9:30
鹿嶋人ギャラリー
［コース］①平光寺、桜花公園など６㎞、
②鹿嶋神の道ショートコース７㎞
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
各500円（買物券付き）
① ８ 月25日(金)ま で、 ② ９ 月22日
(金)までに、ファックス（氏名、年齢、
住所、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）

広告

鹿嶋市役所
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【毎月 日は交通安全の日】８月の重点目標は「暑さ・睡眠不足による過労運転防止 」です。夏は暑さのため、寝不足になりがちです。疲れを感じたら早めに休憩をしましょう。
交通防災課
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。
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鹿嶋市農業公社
正職員採用試験

みんなのひろば2017
ふくしまつり出店者募集

［受験資格］平成３年４月２日～平成
10月21日(土)・22
８年４月１日に生まれ、大型自動車１
日(日)い ず れ か １ 日、
種免許および農業用大型特殊免許を有
各9:30～15:30（7:30 ～
する方
準備可）
［募集人員］１人
カシマサッカースタジアム周辺
［試験日］10月14日(土)
みんなのひろば会場
［試験内容］面接試験、実技試験(トラ ［対象］福祉に関わる団体や施設など
クター・大型自動車の運転操作）
［募集団体数］４団体程度 ※応募多数
［申込期間］９月４日（月）～ 22日(金)
の場合は抽選。
（一財）鹿嶋市農業公社
使用する備品によって費用が変わ
83-5611※土・日曜日、祝日を除く。 ります。お問い合わせください。
［申込期限］
８月18日（金）
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621
建設業に関わる皆さん

ご存知ですか「建退共制度」
この制度は、建設現場で働く方のた
めに国が作った退職金制度で、事業主
が掛け金を納め(日額310円、一部国の
助成あり)、労働者が建設業界を辞め
た時に、建退共から直接労働者に退職
金を支払う制度です。詳しくはお問い
合わせください。
(独)勤労者退職金共済機構 建退共
茨城県支部
029-225-0095

はまなす公園ギャラリー作品展
手芸の部 作品募集
刺繍、押し花、パッチ
ワーク、絵手紙などの作
品を募集します。
［作品展日程］９月12日(火) ～ 24日(日)
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
［応募期限］９月３日(日)
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411
77-9533

いざという時のために
応急手当上級救命講習会

第22回かしまふるさと祭り
８月15日(火)
15:00 ～ 21:00
※ 雨天時は順延。
大野潮騒はまなす
公園 多目的広場
[内 容] の ど 自 慢、 芸 能 大 会、
納涼盆踊り大会、歌謡ショー、
はまなすソーラン、大抽選会
鹿嶋市商工会
82-1919

９月２日(土) 8:30 ～ 17:30
神栖市／鹿島地方事務組合消防本
部 ３階会議室
そせい
［内容］心肺蘇 生法、AEDの
使用方法など
［募集人員］鹿嶋市･神栖市在住または
在勤で、18歳以上65歳未満の方＝20
人程度（先着）
［申込期間］８月２日(水) ～８日(火)
※土・日曜日除く。
鹿島地方事務組合消防本部 救急
救助課
97-3613
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９月30日(土)、10月１日(日)9:00 ～ 17:00
［講座内容］ 化石のレプリカをつくろ
う、液体窒素で-196℃を体験、秋の夜
空を眺めよう、水素おもしろ実験、化
石・鉱物の発掘体験
［募集人員］小中学生親子30 ～ 50組(先
着)※講座によって開催日時、参加費、
定員が異なります。詳しくはお問い合
わせください。
レイクエコー
73-2300
http//www.lakeecho.gakusyu.ibk.
ed.jp

求職者支援訓練
受講者募集
［内容］基礎コース はじめてのパソ
コン基礎科 訓練番号｢4-29-08-01-000018」
９月15日(金) ～ 12月14日(木)
9:30 ～ 16:00
キャリアスクールピュ
アメイト
［募集人員］15人
9,741円
（テキスト代）
８月24日(木)までに、ハローワーク
で求職申し込み・職業相談をし、申込
書を下記へ提出
［申込期限］８月25日（金）消印有効
（株）ピュアメイト
84-0700

55歳以上の方の就職支援
緑地管理講習（全６回）
９月４日(月) ～ 13日(水) ※土・日
曜日を除く。
鹿島城山公園
［講習内容］知識・技能習得（造園管理
の基礎、剪定、芝刈りなど）、合同面
接会など
［対象］県内在住のハローワークに求
職登録している55歳以上の方＝15人
［申込期限］８月23日(水)17:00
日建学院 水戸校
029-305-5433

広告
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親子で科学が楽しめる！
サイエンスフェスタ

