面談と電話で相談できます
行政書士による相談会
遺言や相続、各種許認可手続きなど
の相談に直接お答えします。
11月18日(土)10:00 ～ 15:00
鹿嶋勤労文化会館１階会議室１
＜電話による相談＞
11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

多重債務者のための
無料法律相談会

し・

の・

情・
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11月は労働保険適用促進
強化期間です
労働保険は、労働者とその家族、事
業主を守るための制度です。
労働者
（アルバイトを含む）を1人で
も雇っている事業主は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務が
あります。
加入手続き方法や、詳しい保険制度
についてはお問い合わせください。
茨城労働局 総務部労働保険徴収室
029-224-6213 または
鹿嶋労働基準監督署
83-8461
ハローワーク常陸鹿嶋
83-2318

11月11日(土)･12日(日)13:00 ～
ひきこもり・不登校
16:30
つながり・考える対話交流会
水戸市／茨城県水戸合同庁舎
［相談対応者］弁護士、司法書士、消
12月２日(土)13:30 ～ 16:30
費生活相談員
鉾田市旭公民館
（鉾田市造谷1141-3）
※こころの相談も合わせて実施します。 ［内容］ひきこもり・不登校経験者の
［定員］各日10人
お話、参加者による交流
［対象］ひきこもり当事者、不登校経
茨城県生活文化課
験者、家族、支援者、関心のある方＝
029-301-2829
50人程度
500円(資料代)
※当事者、経験者は200円
第１回きんぶん de Dance
ファックスまたはEメール｛①氏名
参加チーム募集
（ニックネーム可）②在住市町村名を記
日頃練習しているダンスをステージ
入｝で申し込み。
で発表してみませんか。元気な子ども
ひきこもり・不登校／ つながり・考
たちの参加をお待ちしています。
0291-39-7008
える鹿行の会 小林さん
平成30年２月４日(日)13:00 ～ 15:30
yukki.hati@gmail.com
鹿嶋勤労文化会館ホール
全国一斉「女性の人権ホット
［対象］保育園・幼稚園児～高校生
ライン」強化週間
［募集チーム数］25チーム(先着)
※チームの人数に制限はありません。
セクハラ、夫･パートナーからの暴
力、ストーカーなど、女性に対するあ
参加申込書に記入し、下記へ申し
らゆる人権侵害について、人権擁護委
込み。詳しくはホームページをご覧く
員や法務局職員が相談に応じます。
ださい。
［申込期間］11月４日(土) ～ 26日(日)
11月13日（月）～ 19日（日）8:30 ～
19:00（土･日曜日は10:00 ～ 17:00）
鹿嶋勤労文化会館
83-5911
［相談電話番号］0570-070-810（全国
http://cs-kashima.jp/kinbun/
共通ナビダイヤル）
平 成30年 度 文 化 活 動 事 業 費
水戸地方法務局人権擁護課
助成対象事業募集
029-227-9919
県内で文化活動を
お気軽にご相談ください
行 っ て い る 団 体・ 個 人
歯のなんでも電話相談
の 平 成30年 度 に 実 施 す
る美術 展 や 音 楽 会な ど
入れ歯、インプラント、矯正、お子
の事業 費 の 一 部 を助 成
さんの歯の悩み、口臭の悩みなど、ふ
します。申し込み方法など詳しくは
だん歯医者さんに聞けない歯に関する
ホームページをご覧ください。
悩みに、歯科医師がお答えします。
［申込期限］平成30年１月26日(金)
下記までお電話ください。
11月12日(日)14:00 ～ 17:00
(公財)いばらき文化振興財団
（一社）
茨城県保険医協会
029-305-0161
029-305-0163
http://www.icf4717.or.jp
029-823-7930

資格取得で就職へのステップを
平成30年度学院生募集
［募集訓練科］①プラント保守科( ２年
課程)②生産CAD科( １年課程)
［試験日］12月15日(金)
［出願期間］11月13日(月) ～ 12月11日
(月) ※オープンキャンパス実施中。詳
しくはお問い合わせください。
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171

陸上自衛隊
高等工科学校生徒募集
［受験資格］平成30年４月１日現在17
歳未満の男子で、中学校卒業または卒
業見込みの方
［受付期間］11月１日（水）～平成30年
１月９日（火）※締切日必着。
［１次試験日］平成30年１月20日(土)
※申し込み方法や試験内容など、詳し
くはお問い合わせください。
自衛隊茨城地方協力本部 百里分駐所
0299-52-1366

自動車税の納め忘れに
ご注意ください
自動車税は、毎年４月１日現在で自
動車を所有している方に課税されます。
なお、売却により手放した場合などの
名義変更や、転居した場合の住所変更は
運輸支局で登録変更手続きが必要です。
また、納期限を過ぎても未納の方は、
滞納処分の対象となり、財産調査のう
え給与・預金差押やタイヤロックなど
の処分を受けてしまいますので至急納
めてください。
登録変更については茨城運輸支局
050-5540-2017
自動車税については茨城県行方県税事
72-0482
務所 収税課

平成29年度
平井地区防災訓練のお知らせ
11月19日(日)9:00 ～
４カ所の各地区避難場所に集合後、
平井中学校へ移動。
［対象］平井地区住民、平井小学校児
童、平井中学校生徒
［内容］避難訓練、消火訓練、負傷者
用の担架作り、炊出訓練、煙体験など
平井公民館(まちづくりセンター )
83-4228
鹿嶋市役所

82-2911（代表） 12

【 月 日～ 日は
「税を考える週間」
です】 今年のテーマは「くらしを支える税」です。国税庁のホームページでは「国税庁の取り組み」や「税に関する情報」のほか

ら・

「マイナンバー制度」の情報も紹介しています。ぜひ、ご覧ください。［国税庁ホームページ］ http://www.nta.go.jp/

暮・

11
11
17

※ 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。
【毎月 日は交通安全の日】 月の重点目標は「 行楽期における交通事故防止 」です。ドライバーは、ゆとりを持った計画を立て、こまめに休憩をとりながら運転しましょう。
交通防災課
安全運転にご協力をお願いします。

第13回 ノ ル デ ィ ッ ク ウ ォ ー
キング体験会 参加者募集

1

11月19日(日)10:00～12:00(受付9:30～)
［コース］鹿島城山公園から鹿島神宮
御手洗池まで
［対象］経験者20人（先着）
1,000円(ノルディックポールレン
タル料、保険料など)
11
(公財)鹿嶋市文化スポーツ振興事
業団(鹿嶋勤労文化会館)
83-5911

クリスマスリース作り
１ｄａｙ体験教室
12月３日(日)13:30 ～ 15:30
平井公民館(まちづくりセンター )
［内容］自然素材（常緑針葉樹）を使っ
てクリスマスリースを作ります。
［募集人員］10人
（要予約）
2,500円
（材料費）
DFAフローリスト資格認定協会
フラワーアレンジNami 原崎さん
090-3070-8231

たまさろん(料理教室)
参加者募集
11月13日(月)10:00～13:00(受付9:30～)
保健センター
［対象］市内在住で身体障害者手帳を
お持ちの方
500円
鹿嶋市身体障害者福祉協議会事
83-0242
務局
82-2621

ひとり親家庭応援
パワーポイント講習会(全２回)
12月２日(土)･ ９日(土)9:30 ～ 16:30
水戸市／クリエートＰＣ教室
［対象］パソコン初級レベル以上のひ
とり親家庭の母･父
［募集人員］15人程度(先着) ※託児あ
り(要予約、２歳以上)。
1,000円
（テキスト代など）
［募集期限］11月24日(金)
茨城県母子家庭等就業･自立支援
センター
029-233-2355

茨城県立鹿島特別支援学校
学校公開
11月22日(水)9:30 ～ 12:00、11
月28日(火)9:30 ～ 14:30、12月 ７ 日
(木)9:30 ～ 14:30
［内容］授業公開、教材展示、ポスター
展示、講演会（日程によって内容が異
なります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。）
11月15日(水)ま で に フ ァ ッ ク ス
(①参加希望日②氏名③性別④電話・
ファックス番号を記入)で下記に申し
込み。
茨城県立鹿島特別支援学校
西念さん
82-7700
84-1576

民謡を楽しみませんか
生徒募集
第１・３火曜日19:00 ～
※見学・体験は随時受け付けています。
大野公民館(まちセン）ＡＶ室
１カ月500円
軽快リズム民謡を楽しむ会 岩戸さん
090-3096-2600

「ココシカ子ども教室」の
講師募集

ミニ博物館ココシカでは、小学生を
対象とした「ココシカ子ども教室」の講
師を募集しています。
個人・団体は問いません。詳しくは
お問い合わせください。
鹿島セントラルモール
［開催日時］土・日曜日9:00 ～ 12:00
フリーマーケット開催
［内容］楽しく学ぶ、遊べる、体験で
11月26日(日)、12月７日(木)・17日(日) きる内容
9:00 ～ 15:00 ※雨天中止。
ミニ博物館ココシカ
94-8161
鹿島セントラルモール北側広場
１区画500円 ※最大３区画まで。
カシマ・インフォメーション・サロン
こども環境スクール 秋
92-3557(9:00 ～ 17:00、土曜日休館)

～来て見て感じて秋の彩り～

ネイチャーゲームを通し
て、自然と触れ合いながら
エアロビクス＆ストレッチ教室
楽しく遊んでみませんか。
参加者募集
11月25日(土)9:30 ～ 11:30(受付9:00)
11月16日(木)11:30～12:45(受付11:15～) ［集合場所］鹿島神宮御手洗池
カシマスポーツセンターサブアリーナ ［対象］小学生以上＝15人
［持ち物］室内履きシューズ、タオル、 ※小学生は保護者同伴のこと。
飲み物 ※動きやすい服装でお越しくだ ［申込期限］11月17日（金）
さい。
かしま環境ネットワーク 井口さん
1,500円
090-9955-5907
フィットネスインストラクター加瀬
y.iguchi@hitachikk.jp
さん
090-6795-9685

糖尿病について楽しく学ぶ
「糖尿病教室」

茨城県弁護士会
憲法シンポジウム

11月18日(土)13:30 ～ 16:30(開場13:00)
11月25日(土)13:30 ～ 15:30(受付13:00)
水戸市／福祉ボランティア会館
小山記念病院 ２階会議室
［内容］
「揺らぐことのない日米同盟」
［募集人員］30人程度
とは何か～在日米軍を考える
小山記念病院 栄養管理室
［講師］梅林宏道さん(長崎大学客員教授)
85-1122
茨城県弁護士会
029-221-3501

広告
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【富樫順子水彩画展～季節を感じて(秋から冬) ～】

11月10日
（金) ～ 22日(水)

鹿嶋人ギャラリー

77-8878

