暮・

ら・

９月26日(火)・27日(水)10:00 ～ 16:00
鹿嶋勤労文化会館
［内容］介護施設などで
の安全な送迎と介護の
基礎知識を学びます。
※受講後
「福祉有償運送運転者講習修
了証書」
を発行します。
［対象］シルバー人材センター会員また
は満60歳以上の入会希望者で、運転免
許証をお持ちの方＝32人
（選考あり）
［申込期限］
９月５日(火)
（公社）鹿嶋市シルバー人材セン
ター
83-5577

かしま灘楽習塾ミニ講座
ガーデニングと家庭菜園
８月27日(日)10:00 ～ 12:00
まちづくり市民センター (中央公民
館) ３階講義室
［内容］庭や花壇の草花・樹木の選び
方や手入れのコツなど
［講師］植物・園芸研究家
中野嘉明さん
［募集人員］40人
500円(教材費など)
８月23日(水)までにファックスまた
はEメール(ミニ講座参加希望と題し①
氏名・ふりがな②住所③電話番号④性
別⑤年代を記入)で、下記に申し込み。
かしま灘楽習塾
85-2602
nadapost@nadajuku.com

相談名
行政相談

の・

法律、司法、行政、税務、社会保険、
不動産などの困りごとについて、専門
家が無料で相談に応じます。
９月３日（日）9:30 ～ 15:00
水戸市／茨城県産業会館
（一社）茨城県不動産鑑定士協会
029-246-1222

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、ごみ袋は当日配布します。
８月20日（日）9:00 ～
青塚海岸(第13ヘッドランド)付近
鹿嶋の海岸を守る会 笹沼さん
090-8042-1708

somu/zeimu/index.html

日商簿記検定3級受験指導
簿記教室生徒募集
９ 月 ５ 日(火) ～ 11月10日(金)の 毎
週火･金曜日18:15 ～ 20:45(全20回)
鹿嶋市商工会館
［募集人員］40人(先着)
17,000円(教材費含む) ※学割あり。
鹿嶋市商工会
82-1919

日程
９月13日（水）

時間

場所

市民相談室

（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
まちづくり市民センター
82-2621
14:00 ～ 17:00
［予約開始］９月７日（木）8:30 ～
(中央公民館) ３階
※先着７人
（年度で１回まで相談可)

税務相談 ★

８月16日(水)
９月６日(水)

13:30 ～ 16:30

児童相談 ★

９月12日（火）

10:00 ～ 15:00 保健センター

こころの健康相談 ★

９月４日（月）
10月２日
（月）
８月23日（水）
９月27日（水）

問い合わせ･申し込み

13:30 ～ 15:30 市役所２階会議室202

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

平成29年度茨城県八士会
無料相談会

住宅用土地を取得した日から２年
（平成16年４月１日から平成30年３月
31日までに土地を取得した場合は３
年）以内に住宅を新築した場合や、土
地取得後１年以内に中古住宅を取得し
た場合で、一定の要件を満たしていれ
ば、その土地に係る不動産取得税が減
額または還付されます。
この減額は、申請により適用になり
ますので、早めに申請をお願いします
（申請期限：家屋完成後５年以内）。
このほか、東日本大震災などで被災
し、代わりの土地や住宅などの不動産
を取得した場合も、一定の要件のもと
で不動産取得税が軽減される場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。
茨城県行方県税事務所 課税第二課
72-0773
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/

９月14日（木）
10月12日（木）

税理士による

報

※相談はすべて無料です(★は要予約)。

無料福祉法律相談 ★ ９月20日（水）

年金相談 ★

情・

申請はお済みですか
不動産取得税の減額について

福祉有償運送講習会
受講者募集

各 種 相 談

し・

まちづくり市民センター
(中央公民館) ２階

13:30 ～
① 10:00 ～
② 13:30 ～

水戸南年金事務所
029-227-3253
※１カ月前から予約可。

保健センター

関東信越税理士会 潮来支部
84-7339
こども福祉課または茨城県福祉相
談センター鹿行児童分室
0291-33-4119
保健センター
82-6218
※事前予約制、先着２人程度。

【精神保健家族の集い】毎月１回火曜日に、こころの病を抱える方の家族どうしが集まり、情報交換や悩みの相談など
を行っています
（予約不要）
。

９月19日
（火）
、10月17日(火) ９:30 ～ 12:00

保健センター

82-6218
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《 鹿嶋市内交通事故件数
件、死者数 ２人 （８月２日現在）※平成

94

年１月１日からの累計 》
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※ 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。

グラウンド・ゴルフ土曜クラブ
会員募集
毎 週 土 曜 日13:00 ～
15:00
高松緑地公園内コース
［対象］市内在住の60歳以上の方
月100円
グラウンド・ゴルフ土曜クラブ
小川さん
080-4632-1518

第42回鹿嶋短歌大会
作品募集
［大会日時］11月25日（土）10:00 ～
鹿嶋市商工会館
［講師］秋山佐和子先生（玉ゆら）
［応募方法］はがき（作品一首と①住所
②氏名③電話番号④年齢を記入）で、
下記へ送付。
［募集期間］８月28日
（月）
～９月27日(水)
〒314-0025 鹿嶋市下塙1232-3
粟屋トクさん
82-5327

後期レイクエコーセミナー
受講生募集
ア イ シ ン グ ク ッ キ ー、
ス ポ ー ツ 吹 矢、 ヨ ー ガ、
フラワーアレンジメント
など12講座を開講します。開催日程や
費用など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/

納期限のお知らせ
収納課

［納期限］８月３１日（木）
・市県民税第２期
・後期高齢者医療保険料第２期
・国民健康保険税第２期
・ 介護保険料第３期

甲種防火管理
再講習会

９月13日(水)13:30 ～ 16:00
９月15日(金)10:00 ～ 15:00
神栖市／鹿島地方事務組合消防本
まちづくり市民センター (中央公民
部３階会議室
館)研修室201
［募集人員］50人（先着）
［内容］傾聴についての知識や技術など
［申込期間］８月21日（月）～ 25日（金） ［講師］鹿嶋傾聴ボランティアさくらそう
二宮久美子さん
3,100円
鹿嶋消防署または大野消防署にあ ［対象］市内在住・在勤で傾聴ボランティ
ア活動に関心のある方＝20人
（先着）
る所定の申込書で、同署に申し込み。
９ 月 ８ 日(金)ま で に 電 話 ま た は
鹿島地方事務組合消防本部予防課
ファックス(傾聴ボランティア養成講
97-3609
座申し込みと題し①氏名②住所③電話
鹿島産業技術専門学院
番号を記入)で、下記に申し込み。
自由研削といし特別教育
鹿嶋市ボランティアセンター（市社
会福祉協議会内)
10月14日(土)･15日(日) 9:00 ～ 16:00
（全２回）
82-2621
83-0242
［募集人員］10人（抽選）
平成29年度
2,980円
（テキスト代含む）
地域リハ・ステーション勉強会
８月21日(月) ～９月13日(水)に、往
復はがきまたは下記ホームページから
９月９日(土)13:30 ～ 15:00
申し込み。
鹿嶋勤労文化会館２階研修室Ⅱ
［テーマ］転倒予防について今からで
茨城県立鹿島産業技術専門学院
きる事！
69-1171
http://business2.plala.or.jp/kasigise/ ［講師］土浦協同病院なめがた地域医
療センター 理学療法士 伊藤剛さん
［募集人員］鹿嶋市・潮来市在住の方
高齢者の集い～茨城県北巡り～ ＝20人程度
［申込期限］９月６日(水)
参加者募集
(公財)鹿島病院リハビリテーショ
９月29日(金)
ン科
82-9552
［行き先］三太の湯(入浴、昼食)、ぶど
海で遊ぼう！
う狩り、西山荘ほか
こどもボディボード体験教室
［対象］鹿嶋市・神栖市在住の65歳以
上の方＝80人
８月20日(日)10:00 ～ 11:30
［乗降場所］鹿嶋市役所、大野出張所ほか
平井海水浴場（中央監視
台集合）
2,500円(見学料、昼食、バス代ほか)
９月13日(水)までに、往復はがき(① ［募集人員］小学生＝20人(先着)
氏名・ふりがな②住所③電話番号④年
1,500円(保険代、飲み物など)
齢⑤性別⑥乗降場所を記入)で申し込み。 ※駐車場ご利用の方は、別途800円。
［共催］茨城県、鹿嶋市、神栖市
8月19日(土)までに右記
QRコードから申し込み。
〒314-0144 神栖市大野原4-7-11
カシマ・インフォメーション・サロン
(一社)ビーチマリン
92-3557(9:00 ～ 17:00、土曜日休館）
、 スポーツコミュニティー 瀬川さん
セントラルツーリスト 95-5533
info@bbmsc.org
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「聴く力」を磨いて地域に貢献
傾聴ボランティア養成講座

