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テレビ受信障害が発生する
可能性があります
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認知症の方と家族の交流の場
ウェルカフェ「つどいの場」

携帯電話で利用する電波帯の増加に
９月６日(水)10:00 ～ 12:00
より、テレビ受信障害が発生する可能 ［内容］福祉用具の体験、フォークダンス
性があります。
［対象］市内在住の認知症の方とその家
11月16日(木)から、試験電波の送信 族、認知症や認知症予防に関心のある方
を始める予定です。受信障害が発生し
ウェルポート鹿嶋の郷
た場合は、無償で対応を行いますので、
90-3123
下記へご連絡ください。
ハローワーク常陸鹿嶋
(一社)700MHz利用推進協会
障害者就職面接会
0120-700-012 、050-3786-0700
９月21日(木)13:00 ～
いばらき若者サポートステー
鹿島セントラルホテル新館
ションをご利用ください
［求職者の持ち物］履歴書（複数枚）
いばらき若者サポートステーション
求人事業主、求職者ともに事前に下
では、さまざまな悩みを抱えた15 ～ 記にご連絡ください。
39歳の若者の就労に向けた支援や相談
ハローワーク常陸鹿嶋･障害者担当
を行っています。また、家族の方への
83-2318
支援も行っていますので、お気軽にご
はまなす公園ギャラリー作品展
相談ください。
手芸の部
認定NPO法人茨城NPOセンター・コ
モンズ (月～金曜日、9:00 ～ 17:00）
裂き織り、絵手紙、パッチワーク、
刺繍、押し花などの作品展です。
029-300-4570
saposute@npocommons.org
９月12日(火) ～ 24日(日)
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
航空自衛隊百里基地における
69-4411
77-9533

航空観閲式の実施

防衛省自衛隊記念日行事の一環とし
て、10月29日（日）に航空自衛隊百里基
地において航空観閲式を実施します。
なお、観閲式当日までの期間、飛行
訓練を行います。近隣住民の方には騒
音などでご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。
※招待者以外は入場できません。
航空自衛隊百里基地渉外室
0299-52-1331(内線2211または2587)

情・

第３回
馬場書道教室書展
９月10日(日) ～ 16日(土)9:00 ～ 17:00
(最終日は9:00 ～ 16:00)
鹿島セントラルホテル１Ｆモール
馬場さん
92-7940

ナタネを咲かせてみませんか
ナタネの種を配布します

テニスのイベント・大会に
参加しませんか
＜2017テニス祭りinかしま＞
９ 月18日（ 月･祝 ）
9:00 ～ 16:00
※小雨決行。
高松緑地公園テニスコート
［内容］テニス教室、100万人ボレーボ
レー大会、ターゲットテニスなど
［申込期限］９月11日(月)
＜かしまミックステニス大会＞
９月30日（土）8:30 ～
鹿島ハイツスポーツプラザ
［種目］一般の部、シニアの部(男性60
歳以上、女性50歳以上)
１人2,000円(鹿嶋テニス連盟登録
者は1,500円)
［申込期限］９月10日(日)
＜第９回かしまオープンテニス大会＞
10月14日
（土）7:30 ～
鹿島ハイツスポーツプラザ
［区分・参加費］男子シングルスＡ(オー
プン)・Ｂ(初級・中級)・シニア(60歳
以 上)＝ １ 人2,000円(60歳 以 上 お よ び
高 校 生 以 下1,500円)、 女 子 ダ ブ ル ス
オープン＝１組3,000円
［申込期間］９月６日(水) ～ 25日(月)
※申込方法は下記ホームページをご覧
いただくか、メールでお問い合わせく
ださい。
鹿嶋テニス連盟
info@kashima-tennis-renmei.com
http://kashima-tennis-renmei.com/

（公財）鹿島病院 認知症疾患
医療センター主催 講演会

認定こども園こじか
９月13日
（水）～（先着順、合計600袋）
親子うんどう会＆入園説明会 ［配布場所］市役所２階市民活動支援
＜親子でうんどう会＞
９月12日(火)10:30 ～ 11:30
＜入園説明会および見学＞
10月３日（火）10:30 ～ 11:30
認定こども園こじか
82-0538

９月28日(木)14:00 ～ 15:45(受付13:30)
鹿嶋勤労文化会館ホール
課、まちづくり市民センター（中央公 ［内容］自動車運転免許の制度改正に
民館）、鹿嶋人ギャラリー、FMかしま、 ついて
岡見商店ほか
［対象］認知症の方に携わる方
かしまミツバチプロジェクト事務局
(公財)鹿島病院 認知症疾患医療セ
ンター事務局
82-1271
84-7258

広告

鹿嶋市役所
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法定の講習です
平成29年度消防設備士講習会

1

［講習区分･期日］消火設備第１・２・
３類＝11月９日(木)、12月11日(月)
警報設備第４・７類＝10月19日(木)、
11月16日(木)、避難設備・消火器第５・
６類＝10月26日(木)・11月30日(木)
水戸市／茨城県建設技術研修セン
ター
［対象者］甲種または乙
種の消防設備士免状の交
付を受けている方で、免
状の交付を受けた日以降
における最初の４月１日から２年以
内の方、および講習を受けた日以降
における最初の４月１日から５年以
内の方
講習区分ごとに7,000円
９月11日(月) ～ 22日（金）に、鹿嶋
消防署、大野消防署にある所定の用
紙に必要事項を記入し、申込先に郵
送または持参して申し込み。
［ 申 込 先 ］〒310-0063 水 戸 市 五 軒 町
1-4-19 (一社)茨城県消防設備協会
鹿嶋消防署
82-0119、大野消防
署
69-0119

は

高松緑地公園
公園管理人募集
［業務内容］公園内の管理業務（整備、
草刈り、清掃ほか）
［募集人数］65歳以下の方＝若干名
［勤務日時］月～金曜日（祝日、雨天休
み）9:00 ～ 15:00
［時給］780円（交通費は別途支給）
高松緑地管理事務所 小田原さん
82-9042

鹿行地区
ストーマ講習会
10月１日(日)10:00 ～ 15:00
（受付9:30 ～）
まちづくり市民センター (中央公民館)
［内容］①白十字総合病院 中田一郎先
生による講演（ストーマケアおよび腸
閉塞の原因と予防）②参加者による懇
談会および装具の展示・説明など
1,000円
（昼食代ほか）
９ 月25日(月 ）ま で に 電 話 ま た は
ファックスで申し込み。
(公社)日本オストミー協会茨城県支部
83-7610
宮下さん
090-6510-9619

な

汚泥再生肥料「葉菜」を無料配布します

廃棄物対策課

鹿嶋市文化スポーツ振興事業団
臨時職員募集
［業務内容］埋蔵文化財発掘業務
［対象］18 ～ 70歳までの健康な方
［登録期間］登録日～平成30年３月31日
［時給］900円
９月15日(金)までに、下記にある所
定の用紙に必要事項を記入して、直接
同所に申し込み
（月曜日を除く）
。
鹿嶋勤労文化会館 内（公財）鹿嶋市
文化スポーツ振興事業団
84-0777

フリーマーケット
出店者募集
＜大野潮騒はまなす公園＞
９月17日(日)9:30 ～15:00 ※雨天中止。
はまなす公園展望塔前広場
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
＜鹿島セントラルモール＞
９月24日(日)、10月29日
（日）
9:00 ～ 15:00 ※雨天中止。
鹿島セントラルモール北側広場
１ 区 画(2ｍ ×2m)＝500円 ※ 最 大
３区画まで
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

８：30 ～ 16：00 ※土・日曜日、祝日を除く。
鹿嶋市立衛生センター 汚泥再生処理施設
［配布肥料］農林水産大臣登録肥料（登録番号 生第87010号）18Kg
[注意事項] 必ず成分などを確認の上、使用してください。また、
他人への譲渡や転売などは固くお断りします。
至下津

［主な成分の含有量］
窒素全量
りん酸全量
加里全量
銅全量
亜鉛全量
石灰全量
炭素窒素比

4.4％
3.0％
0.27％
１㎏あたり400㎎
１㎏あたり1,200㎎
0.68％
７

鹿島アントラーズ
クラブハウス

平井認定こども園

北海浜
多目的球技場

サテライト
しおさい鹿島
高松緑地
温水プール

衛生センター

至新日鐵住金（株）東門

広報鹿嶋 2017.9.1

広域鹿嶋
ＲＤＦセンター

ハロウィンフェスティバル
出演・出店者募集
会場ステージでパフォー
マンスしていただける方や
ハンドメイド雑貨の販売ま
たは体験ブースの出店者を
募集します。詳しくはお問い合わせく
ださい。
［開催日時］10月29日(日)9:00 ～ 15:00
鹿島セントラルモール屋内外
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

広告
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鹿島灘

【毎月 日は交通安全の日】９月の重点目標は「高齢者の交通事故防止 」です。夕暮れ時や夜間はドライバーから歩行者や自転車が見えにくくなります。反射材などを着用し交通事故
交通防災課
から身を守りましょう。

※ 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。

