鹿嶋市ひとり親福祉協議会
親子クリスマス会

し・

の・

かしま野オールドスターズ
ソフトボール同好会 会員募集

報

第２回はまなす公園ギャラリー
「工芸・書の部」作品募集

初心者歓迎！
中高年のスキー仲間募集
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50 ～ 70代の仲間とスキーを楽しみ
ませんか。希望者には送迎があり、現
地参加も可能です。また、全日本スキー
連盟指導員の無料講習も受講できま
す。詳しくはお問い合わせください。
ハイスキー 小林さん
77-8143
mkoba7410@ark.ocn.ne.jp

鹿島神宮社務所

陶芸・木彫・ステンドグラス・書など
の作品を募集します。
［作品展日程］平成30年１月16日(火) ～
28日(日)9:00～16:30(最終日は15:00まで)
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
［出展数］１人３点以内
［募集期間］12月１日(金) ～平成30年
１月８日(月・祝)
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411
77-9533

無料

毎週水曜日9:00 ～ 11:30
12月10日(日)10:00 ～ 13:00
総合福祉センター 娯楽室
大野第２球場
［対象］市内在住のひとり親家庭の親子
かしま野オールドスターズ 小林さん
中学生以上1,300円、３歳以上1,000
090-5204-5126、谷田川さん 090円 ※会員はいずれも500円引き。
2741-5984
11月24日(金)までに、電話、ファック
鹿嶋市社会福祉協議会
スまたはEメール(①住所②氏名③電話番
臨時職員募集
号④生年月日を記入)で下記へ申し込み。
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会事務局 ［募集人員］①鹿島地区地域福祉推進
委員②一般事務員 いずれも１人
82-2621
83-0242
［応募資格］普通自動車運転免許を有
k-shakyo@sopia.or.jp
し、パソコンの基本操作ができる方
［勤務日時］①月13日(91時間勤務)②月～
金曜日のうち週３日9:00 ～ 16:00
ギャラリーやまさん
［給与］①月額105,000円(私用車使用
「油彩５人展」
料含む)②時給830円
市内在住の男性５人による油彩画の
11月30日(木)までに、履歴書(写真
作品展です。
貼付)を下記へ郵送または直接持参で
開催中～ 11月26日(日)10:00 ～ 16:00 申し込み。
※最終日は15:00まで。
〒314-0012鹿嶋市平井1350-45
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会事務局
ギャラリーやまさん(月曜日休館)
69-0112
82-2621

情・

【鹿島神宮 奉納コンサート ～未来を紡ぐ～ 開催のお知らせ】

ら・

アンサンブル・プラネタ

暮・
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日程

時間

19

場所

問い合わせ･申し込み

12月13日(水)

13:30 ～ 15:30 大野ふれあいセンター

市民相談室

福祉心配ごと相談

12月20日(水)

13:30 ～ 15:30

特設人権相談

12月20日(水)

10:00 ～ 12:00
大野ふれあいセンター
13:00 ～ 15:00

年金相談 ★

12月14日（木）
10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館
平成30年１月11日
（木）

税理士による
税務相談 ★

12月６日(水)・20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

児童相談 ★

12月12日（火）

10:00 ～ 15:00

市役所１階相談室１
保健センター

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

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

11月22日（水）
12月27日（水）

① 10:00 ～
② 13:30 ～

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。

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
水戸地方法務局鹿嶋支局
83-6000
水戸南年金事務所 029-227-3253
※１カ月前から予約可。

広告

広告

【精神保健家族の集い】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。
12月19日
（火）9:30 ～ 12:00

保健センター

82-6218
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鹿島神宮 拝殿前特設舞台［出演］ ORCHESTRA POSSIBLE feat.
古川展生 安部誠司、

行政相談

毎月１回火曜日に開催中
（予約不要）
。

30

分

相談名

※相談はすべて無料です(★は要予約)。

時

各 種 相 談

分～

30

月
日（木）

30

地域の居場所づくり
プレーパーク視察研修

鹿嶋の海岸を守る会

公設鹿島地方卸売市場
秋の元気いっぱい市

12月16日(土)8:00 ～ 17:00
11月25日(土)10:00 ～ 12:00 (雨天時
定期清掃 参加者募集
［バス発着場所］総合福祉センター
は縮小開催)
［行き先］東京都／羽根木プレーパーク
美しい浜辺を取り戻すため、一緒に
公設鹿島地方卸売市場 (神栖市居切
660番地3)
1,500円(資料代) ※昼食は持参のこと。 海岸をきれいにしませんか。
※軍手・ごみ袋は、当日お渡しします。 ［内容］模擬セリ、各種特売、抽選会など
［内容］羽根木プレーパークの見学
(地域住民が運営している子どもの自由
公設鹿島市場まつり実行委員会（公
11月19日(日)9:00 ～
な遊び場について学びます)
設鹿島地方卸売市場内） 92-1355
角折海岸(第11ヘッドランド前)公衆ト
［募集人員］20人(先着)
イレ、青塚海岸(第13ヘッドランド)付近
http://www.kcj.or.jp/
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会事務局
鹿嶋の海岸を守る会 会長笹沼さん
第31回茨城県少年少女合唱祭
82-2621
090-8042-1708
歌はともだち

泳げない方、水が苦手な方の
水中運動教室シニアプールメイト

かしま環境ネットワーク
「エコ
広場」
開館日変更のお知らせ

年１月１日からの累計

収納課

12月３日
(日)12:30 ～
11
(開場12:00)
毎週土曜日午後に開館していた「エ
12月 ５ 日(火) ～ 平 成30年 ３ 月20日
(火）
の火・金曜日11:00 ～ 12:30
（全27回） コ広場」は10月をもって終了しました。 ［出演］かし
ま少年少女
今後は体験学習や見学会、て～ら祭
［内容］クロール中心
合唱団「虹Kids」、INASHIKI少年少女合
などのイベント時に一般開放します。
［対象］15回以上参加でき
唱団など県内８市町村で活動している
る市内在住の60歳以上の
かしま環境ネットワーク
少年少女合唱団
方で、医療機関の健康診
080-5514-0528
断を受け、診断書の提出ができる方
（診
kashima.kankyo@gmail.com
鹿嶋勤労文化会館
83-5911
29
断料は１人5,000円を上限に補助あり）
司法書士による
ミニ博物館ココシカからの
［募集人員］25ｍ泳げない方＝20人
（先着）
全国一斉労働トラブル110番
お知らせ
1,500円
（保険代など）
◇展示「吊るし飾り・手まり展」
11月26日(日)10:00 ～
高松緑地温水プール
85-1158
17:00
11月28日(火)～平成30年１月10日(水)
［相談内容］労働相談全般、
◇第15回ココシカつれづれ草「鬼とは」
鹿行おもてなし研修
借金問題、住居問題、離職
12月３日(日)13:30 ～ 15:30
～インバウンド編～
者支援制度の紹介など
ミニ博物館ココシカ
94-8161
12月１日(金)14:00 ～ 16:00
［相談電話番号］0120-610-787
ひきこもりがちな青年と家族
神栖市／中央公民
茨城青年司法書士協議会
の交流「いも堀り・いも煮会」
館２階会議室１
0296-48-9107
［内容］訪日外国人の
11月21日(火)10:00 ～※雨天順延。
方が安心して快適に滞
200円
在できる観光地域づくりについて
福祉楽農園（津賀1714）
腹式・胸式呼吸で腹筋強化！
（イスラム教徒の方への対応など）
69-6331(7:00 ～ 8:00のみ対応可)
吹矢教室 参加者募集
［対象］鹿行地区内の宿泊施設、物
どなたでもご参加ください
産店、飲食店など＝30人(先着)
11月22日(水)・29日(水)、
12月６日(水)
茨城県立盲学校 学校公開
11月28日(火)までに、ファック
10:00 ～ 12:00(全３回)
スまたはＥメール｛①施設・事業者
まちづくり市民センター (中央公民
11月23日(木・祝)9:40～15:10(受付9:00)
名②参加者(役職・氏名)③住所④連
［内容］学校説明、授業参観、施設見学、
館)体育館
絡先を記入｝で下記へ申し込み。
点字体験、個別相談(希望者のみ)など
600円（会員300円）
商工観光課または神栖市政策企
茨城県立盲学校
かしまスポーツクラブ事務局
90-1112
画課
95-9366
029-221-3388
029-225-4328
82-9042
kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp
月７日現在）※平成

固定資産税第４期、国民健康保険税第５期、後期高齢者医療保険料第５期
･･･

《 鹿嶋市内交通事故件数 １３７件、死者数 ４人 （

【納期限のお知らせ】納期限…
11

※ 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。

広告

広告
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【宮地久子ブロンズ小品展】ブロンズ・テラコッタ・胴溶接作品（全25作品）を展示しています。
11月21日
（火）～ 26日(日) ９:00 ～ 16:30

大野潮騒はまなす公園ギャラリー

69-4411

