書道作品を展示
第41回玉羊展･第36回玉羊学生展

し・

の・

66-2174

スポーツボウリング
無料体験スクール
生涯スポーツとして、幼児から年配
の方まで、幅広く楽しめます。
11月１日(水)・２日(木)10:15 ～ 11:45、
18:30 ～ 20:00
鹿島ボウル（チェリオ２階）
希望日時を選択し、下記に申し込み。
鹿行スポーツボウリング推進協議
会（鹿島ボウル内） 84-6767

茨城県難病団体連絡協議会
難病フェスタ2017
10月29日(日)12:30 ～ 16:00
水戸市／茨城県総合福祉会館
コミュニティホール
［内容］講演「血管系難病にならないた
めに『いろいろ』考えてみよう」
、患者
体験発表、医療相談コーナーなど
茨城県難病団体連絡協議会
029-244-4535
卜伝にぎわい広場
ブリッジタウン
94-8937

12

92

15

鹿島セントラルモール屋内外 ［内容］ハンドメイドマルシェ、パフォーマンス発表

10月15日(日)14:00 ～ 16:30（受付13:30）
レイクエコー講座室２
［講師］茨城県立医療大学付属病院
松田智行先生
［対象］パーキンソン病の方と家族＝
40人（先着）
潮来保健所 保健指導課

29

時

10月7日(土)11:00 ～
【音大生とブリッジタウンのジョイントコンサート】
［内容］音大生の生演奏（サックス）、ブリッジタウンの歌、リズムダンスなど

難病医療講演会
「パーキンソン
病におけるリハビリについて」

10

日（日）９時～

第42回MORIフォトクラブ

［募集科］プラント保守科（２年課程）、
写真展
生産CAD科（１年課程）
［試験日］11月２日(木)
10月３日(火) ～８日(日)10:00 ～ 16:00
［出願期間］10月10日(火) ～ 27日(金)
(最終日は15:00まで)
※詳しくはお問い合わせください。
まちづくり市民センター (中央公民
館)市民ギャラリー
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171
森さん
090-3913-8024

10月12日(木)10:00 ～ 12:00
［内容］バーチャルリアリティによる
認知症の疑似体験
［対象］市内在住の認知症の方を介護
する家族または認知症や認知症予防に
関心のある方＝40人
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

月

［対象］鹿嶋市・神栖市に在
住・在学・在勤の方
10月25日(水）までにデザ
イン画(四つ切画用紙使用)を
下記に郵送または直接持参。
※デザイン審査で入賞した15組の方
「はまなす公園を知ろう」
は、11月23日（木･祝）に実際に飾り付
参加者募集
けを行います。
10月８日(日)10:00 ～12:00 ※小雨決行。
〒314-0144 神栖市大野原4-7-11
［内容］公園史跡散策、展望塔・プラ
鹿島セントラルビル新館１階
ネタリウム・資料館見学
カシマ・インフォメーション・サロン
大人400円、小・中学生200円、未
※土曜日休館。
92-3557(9:00 ～ 17:00）
就学児無料 ※小学３年生以下は保護者
同伴のこと。
大野潮騒はまなす公園
資格取得で就職へのステップを
69-4411

平成29年度認知症施策事業
「ＶＲ認知症体験会」

ハロウィンフェスティバル】

10月14日(土)10:00 ～ 14:00
※雨天決行。
［内容］父母による味の名店、リサイ
ク ル 品 販売（雑貨、食器、おもちゃ、
絵本、子ども服など）
認定こども園鹿島幼稚園
82-1907

10月21日(土)13:30 ～ 14:30
［内容］食事療法の有用性について
［講師］内科 清水豊先生
［申込期限］10月20日(金)
(公財)鹿島病院
82-1271

３
- ５５７

鹿島幼稚園
秋のハッピーバザー

鹿島病院
糖尿病教室

カシマ・インフォメーション・サロン

①10月22日
（日）9:30 ～ 14:00、②11
月26日
（日）10:00 ～ 12:00※小雨決行。
［集合場所］①9:00豊郷公民館、②9:30
鹿島ハイツ駐車場
［コース］①鹿嶋神の道ルート２、剣聖の
里12㎞、②林城跡、瑞雲寺ほか７㎞
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
①1,000円(特製弁当、特典付き) ②
結婚50周年を祝して
500円（買物券付き）
平成29年度鹿嶋市金婚祝賀会
①10月18日(水)ま で、 ②11月24日
［対象］昭和42年４月１日～昭和43年 (金)までに、ファックス（氏名、年齢、
３月31日に結婚された夫婦
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。
11月15日(水)11:00 ～ 12:30（受付
10:00 ～ ) ※受付後、写真撮影あり。
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
ラリー内、10:00 ～ 16:00、木曜日定休）
サンロード鹿島
77-8878
１組5,000円
（記念写真代を含む）
10月13日(金)ま で に、 は が き、
舞踊集団菊の会公演
ファックス、Ｅメール（①住所②行政
日本のおどり～錦秋に舞う～
区③夫婦の氏名・ふりがな・生年月日
④結婚年月日⑤電話番号を記入）また
10月21日(土)14:30 ～
は下記へ直接申し込み。
鹿嶋勤労文化会館
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
指定席6,000円、自由席5,000円(一
般)･1,000円(学生)
〒314-0012 鹿嶋市平井1350-45
［チケット販売･問い合わせ］
82-2621
83-0242
舞踊集団菊の会 栗林さん
82-1126
k-shakyo@sopia.or.jp

平成30年度学院生募集

報

鹿嶋の魅力を知ろう
まち歩きツアー

10月12日(木) ～ 15日（日）10:00 ～
18:00 (最終日は16:00まで)
※学生展は、10月14日(土)11:00 ～ 18:00、
15日(日)10:00 ～ 15:30のみ開催。
鹿嶋勤労文化会館 ２階
※学生展は１階ギャラリー
玉羊会 中井言玉さん
82-6164

2017鹿島セントラルモール
クリスマスツリーコンテスト

情・

【鹿島セントラルモール

ら・

フリーマーケット、スクラッチ抽選会

暮・

【毎月 日は交通安全の日】 月の重点目標は「薄暮時の交通事故防止 」です。秋から冬にかけては日暮れが早くなります。ドライバーはライトを早めに点灯し、
交通防災課
歩行者は反射材を身につけましょう。安全運転にご協力をお願いします。
1

10

※ 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。
通じて②募金箱設置③チェリオ、イオ
ン鹿嶋店での街頭募金活動
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

茨城県最低賃金が
「時間額796円」に改定
「法の日」司法書士法律相談を

茨城労働局では、茨城県最低賃金を、
実施します
時間額796円(昨年度額より25円引き上
げ)に改定しました。
10月７日(土)10:00 ～ 15:00
この最低賃金は、10月1日から茨城県
鹿嶋勤労文化会館
内の全産業・全労働者に適用されます。 ［相談内容］借金、土地・建物、
相続、裁判、会社などに関
茨城労働局賃金室
029-224する相談および登記相談
6216または最寄りの労働基準監督署
茨城司法書士会
ひきこもりがちな青年と家族
029-225-0111(当日電話相談可)

面談と電話で相談できます
行政書士による相談会
遺言、相続、各種許認可手続きなど
の相談に直接お答えします。
10月18日(水)10:00 ～ 15:00
大野公民館(まちづくりセンター )
２階会議室Ｂ・Ｃ
＜電話による相談＞
10月の毎週木曜日13:00 ～ 17:00
［相談電話番号］029-305-3731
茨城県行政書士会 鹿行支部事務局
82-8153

の交流支援にご利用ください

Ｓマーク（標準営業約款制度）
をご存知ですか
Ｓマーク

11月は標準営業約款
普及登録促進月間です。
Ｓマークのある
「理容
店」
「 美容店」
「 クリーニ 厚生労働大臣認可
ング店」
「めん類飲食店」
「一般飲食店」は、厚生労働大臣認可の
安全･安心の基準を満たしているお店
です。
（公財）茨城県生活衛生営業指導セ
ンター
029-225-6603

ひきこもり予防の居場所と交流づく
りに、人生への再チャレンジ応援カ
フェ「有機の里」をご利用ください。
毎月第３月曜日10:00 ～ 12:00 ※第
１回目は10月16日(月)に開催します。
福祉楽農園
69-6331(7:00 ～ 8:00)

平成29年度赤い羽根共同募金
にご協力をお願いします
10月から赤い羽根共同募金運動が始
まります。皆さんからの募金は、子ど
も、障がいのある方、高齢者などの支
援に役立てられます。地域の皆さんの
ご協力をお願いします。
［期間］10月１日(日) ～ 12月31日(日)
［募金方法］①行政区、自治会活動を

日

10:00 ～ 11:00（全 10 回）

上級者向け４泳法教室 ( ３期 )

あめんぼ教室
（クロール中心教室）

高松緑地温水プール

費

11:00 ～ 12:00（全 10 回）

18 歳以上
20 人

5,000 円

一般で泳げる方

（会員 3,000 円）

10 人

5,000 円

小・中学生

（会員 3,000 円）

10 人

5,000 円

小学生以上

（会員 3,000 円）

10 人

10 月 27 日～平成 30 年１月 12 日の間の金曜日
19:00 ～ 20:00（全 10 回）

対象
募集人員

5,000 円

10 月６日～ 12 月 22 日の間の金曜日
18:00 ～ 19:00（全 10 回）

用

（会員 3,000 円）

10 月 19 日～平成 30 年１月 18 日の間の木曜日

※いずれも、別途プール入場料がかかります。

広告

広告

13

時

10 月 19 日～平成 30 年１月 18 日の間の木曜日

ひまわり教室（水中運動）

イルカ水泳教室

自動車や各種機械の燃料として使用
される軽油の購入代金には、軽油引取
税という地方（県）税が含まれており、
皆さんの暮らしを支える貴重な財源と
なっています。
灯油や重油などをそのままディーゼ
ル車の燃料として使用したり、これら
と混和した軽油を使用することは、軽
油引取税を免れるための脱税行為であ
り、悪質な犯罪です。また、環境にも
悪い影響を与えます。
豊かな自然環境を守り、住みよい郷
土をつくるためにも、正しい軽油を使
いましょう。
茨城県行方県税事務所
72-0483

NPO法人かしまスポーツクラブ
85-1158（高松緑地温水プール）

温水プール教室
教室名

住みよい郷土をつくるため
正しい軽油を使いましょう

【フリーマーケット出店者募集】 10月15日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止。
大野潮騒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事務室
69-4411(月曜日休館)

