暮・

ら・

し・

の・

ギャラリーやまさん
ゆう展（油絵・パステル画）
９月19日(火) ～ 30日(土)10:00 ～ 16:00
※月曜日休館。
ギャラリーやまさん
69-0112

ＡＮＡＫ14周年フォーラム
共依存からの回復

10月１日(日)10:00 ～ 16:00(受付9:30)
神栖市／平泉コミュニティセンター
お気軽にお越しください
［内容］講演会、家族・本人の体験談、
ミニ博物館ココシカ
アトラクションなど
◇展示「宮中野古墳群を造った人々」
1,000円(資料代)
開催中～ 10月15日(日)
ＡＮＡＫ（薬物依存症者を抱える家
◇第13回ココシカつれづれ草「物忌様」 族等の会）事務局
090-3215-7850
９月17日(日)13:30 ～ 15:30
10月は里親月間です
ミニ博物館ココシカ
94-8161

「里親制度説明会」開催

市民が創る野外音楽フェス
「波フェス」開催

10月15日(日)13:00 ～ 15:00
［内容］制度説明、里親体験談、ワー
クショップ「知ってほしい！親と暮ら
10月８日(日)10:00 ～ 17:00
せない子どものこと」
神栖市／豊ヶ浜運動公園
水戸市／茨城県三の丸庁舎３階共
(公社)かしま青年会議所
92-9321
用会議室Ａ
http://www.kashimajc.net/
茨城県福祉相談センター (中央児
童相談所)
029-221-4150

鹿嶋クリーンアップ作戦
海ゴミ調査編

障がいのある方たちの
合同作品展

９月30日(土)9:00 ～ ※雨天中止。
角折海岸(第11ヘッドランド前)
［内容］漂着ごみの量や種類などの調査
※軍手・ごみ袋は当日お渡しします。
鹿嶋の海岸を守る会 会長 笹沼さん
090-8042-1708

各 種 相 談
相談名

９月20日(水) ～ 26日(火) ９:00 ～ 17:00
※最終日は9:00 ～ 15:00
まちづくり市民センター（中央公
民館）１階市民ギャラリー
鹿島あゆみの会 髙橋さん
090-3006-4398

情・

報

平成29年度 鹿行広域事務組合
職員採用試験
[採用予定人員] 一般事務１人
[受験資格] 昭和62年４月２日～平成
12年４月１日生まれの方
[第１次試験日] 11月26日(日)
[申 込 期 間] 10月２日(月) ～ 11月７日
(火) ※申込方法など詳しくはホーム
ページをご覧ください。
鹿行広域事務組合事務局
0291-33-5023
http://rokkou-kouiki.jp/

平成30年度入学生募集
茨城県立農業大学校
[募集人員] 農学科＝40人、畜産学科＝
10人、園芸学科＝30人、研究科＝10人
[受験資格] 各学科＝高校などを卒業ま
たは平成30年３月に卒業もしくは卒業見
込みの方、研究科＝農業大学校または
短大などを卒業もしくは卒業見込みの方
[試験日] 12月14日(木)
[申込期間] 11月13日(月) ～ 12月８日(金)
※推薦入試や申込方法など詳しくは
ホームページをご覧ください。
茨城県立農業大学校入試事務局
029-292-0010
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/
nourinsuisan/nodai/index.html

※相談はすべて無料です(★は要予約)。
日程

時間

場所

問い合わせ･申し込み

行政相談

10月11日(水)

13:30 ～ 15:30 大野ふれあいセンター

福祉心配ごと相談

10月18日（水）

13:30 ～ 15:30

特設人権相談

10月３日（火）

10:00 ～ 12:00
市役所３階会議室301
13:00 ～ 15:00

水戸地方法務局鹿嶋支局
83-6000

10月12日（木）
11月９日（木）

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

水戸南年金事務所 029-227-3253
※１カ月前から予約可。

年金相談 ★

まちづくり市民センター （社福）鹿嶋市社会福祉協議会
(中央公民館) ３階 学習室１
82-2621

10月６日(金)・20日(金) 10:00 ～ 15:00 常陽銀行鹿島支店
税理士による
税務相談 ★

児童相談 ★

市民相談室

常陽銀行鹿島支店

82-3512

10月４日(水)・18日(水) 13:30 ～ 16:30

まちづくり市民センター 関東信越税理士会 潮来支部
(中央公民館) ２階
84-7339

10月10日（火）

市役所１階相談室１
交流会館

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

保健センター
82-6218
※事前予約制、先着２人程度。

10:00 ～ 15:00

こころの健康相談 ★ 10月２日(月)

13:30 ～

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

① 10:00 ～
② 13:30 ～

９月27日（水）
10月25日（水）

【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 １０９件、死者数 ３人 （９月５日現在）※平成

【納期限のお知らせ】納期限…

※ 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。

森林ボランティア育成講座
参加者募集（全７回）
～あなたも講師に～
「かしま灘楽習塾]市民講師募集

月２日（月）

固定資産税第３期、国民健康保険税第３期、後期高齢者医療保険料第３期
･･･

年１月１日からの累計 》

10月15日(日) ～ 平 成30年 １ 月28日
(日)の月２回程度 ※11月は白浜少年自
教養、手作り作品、音楽、運動など 然の家での合宿（１泊2日）
の専門知識を生かして、講師になって
鹿嶋市田野辺地区、行方市手賀地区
教えてみませんか。期間
［内容］講義、雑木林・杉林の整備、合宿
は平成30年４月から１年間
［募集人員］20人
（月１回または２回）
です。
10,000円(合宿費含む)
10
＜講師募集説明会＞
森のボランティア茨城事務局
10月13日(金)・14日(土)10:00 ～
中村さん
029-274-5287
まちづくり市民センター (中央公民
nakamuraeisan@yahoo.co.jp
館）２階
９月は動物愛護月間です
［申込期限］10月11日(水)
犬のしつけ講座開催
かしま灘楽習塾事務局
９月24日(日)13:30 ～ 15:30
85-2601(火～金曜日9:00 ～ 16:00)
まちづくり市民センター (中央公民
第15回たすきで繋ぐ北浦一周
館) ２階エコ広場 ※講座受講者は後日
ウォーキング
犬同伴のしつけ講座が受講できます。
［募集人員］20人
11月５日(日)8:30 ～ 12:30
［集合場所］潮来市／茨城県
かしま環境ネットワーク 麻生さん
水郷県民の森
ビジターセン
82-2554
29
ター前
体のゆがみを改善
［内容］集合場所から北浦湖畔までの
バランスボール教室
往復約９㎞のウォーキング
［募集人員］小学生以上の完歩できる
10月５日～ 12月７日の毎週木曜日
方＝200人 ※参加賞(新米など)あり。
10:00 ～ 11:00(全10回)
鹿嶋勤労文化会館リハーサル室
100円（保険料など）
［申込期限］10月20日(金)
［対象］高校生以上＝20人(先着)
3,000円(会員2,000円)
北浦水質レスキュー隊連絡会議
0291-33-6056
高松緑地温水プール
85-1158

消費税軽減税率制度の説明会

収納課

平成31年10月１日から消費税
率10％への引き上げと同時に消
費税の軽減税率制度が実施され
ます。
事業者の方を対象とした消費
税の軽減税率制度に関する説明
会を右表のとおり開催します。
開催時間はいずれも①10:30 ～
11:40②13:20 ～ 14:30③15:00 ～
16:10で、１日３回実施します。

日

潮来税務署
程

10月２日(月)

会

10月３日(火) 神栖市文化センター
10月４日(水) 鹿嶋勤労文化会館
10月５日(木) 行方市文化会館
10月10日(火) 鉾田市大洋公民館

◇休日相談
10月１日(日)10:00 ～ 15:00
［内容］法務局職員、司法書士、公証
人などが土地の境界争い、相続･贈与･
売買などの登記手続き、近隣トラブル、
セクハラ、いじめ、DV問題などの相談
に応じます（要予約・秘密厳守）。
◇講演会
［日時と内容］10月１日(日)10:30 ～ 11:30
公証人講演会「相続と遺言」、13:30 ～
14:30司法書士講演会「未来につなぐ相
続登記」
（要予約、定員各30人）
水戸地方法務局
029-227-9911

財務省関東財務局水戸財務
事務所へご相談ください
関東財務局水戸財務事務所では、下
記の無料相談窓口を設置しています。一
人で悩まないで、
迷わずご相談ください。
◇詐欺的な投資勧誘（未公開株、社債、
ファンド）、電子マネー詐欺（架空請求、
サクラサイト）
029-221-3195 (平日の8:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00)
◇多重債務（借金、クレジットカード、
各種ローンの悩み相談）
029-221-3190 (平日の8:30 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:30)

ウェルポート鹿嶋の郷
「家族介護講座」参加者募集
①10月17日(火)10:00 ～ 12:30②10
月26日(木)10:00 ～ 12:00③11月11日
(土)10:00 ～ 16:00
［内容・募集人員］①特別養護老人ホー
ム 施 設( ２カ 所)見 学・ 茶 話 会 ＝15人、
②心の健康を保つためのストレス解消
法(メンタルヘルス)＝20人③最先端の福
祉体験＝20人 ※１日のみの参加も可。
①②無料③1,000円
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

広告

広報鹿嶋 2017.9.15

場

潮来ショッピング
センターアイモア

広告
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66-6931

全国一斉！
法務局休日相談と講演会

