ら・

資格取得で就職へのステップを
平成30年度学院生募集

し・

の・

鹿嶋市文化財愛護協会

［募集訓練科］①プラント保守科( ２年
移動研修会 参加者募集
課程)②生産CAD科( １年課程)
［受験資格］①高等学校卒業者（卒業見
平成30年１月24日(水)8:30 ～ 17:00
込み含む②18 ～ 45歳の方
(8:20鹿嶋勤労文化会館第２駐車場集合)
［出願期間］12月25日(月) ～平成30年１ ［行き先］国立西洋美術館「北斎とジャ
月19日(金)
ポニズム」
［試験日］１月26日(金)
［募集人員］30人(先着)
※オープンキャンパス実施中。詳しく
2,500円(会員2,000円)
す な み
はお問い合わせください。
鹿嶋市文化財愛護協会 角南さん
茨城県立鹿島産業技術専門学院
090-4706-8732
69-1171

鹿島医師会附属准看護学院
生徒募集
［募集人員］40人
［受験資格］中学校以上を卒業の50歳
未満の方（卒業見込み含む）
［出願期間］12月18日(月) ～平成30年
１月12日（金）
［入学試験］１月17日（水）
10,000円
［試験科目］数学、国語、作文、面接
鹿島医師会附属准看護学院
82-7278

平成29年度
自衛官候補生(男女)募集

大野潮騒はまなす公園
フリーマーケット出店者募集

毎月第３日曜日に開催しています。
ただし、平成30年１月は鹿嶋市駅伝大
会のため開催しません。
12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事務室
69-4411

旭中央病院附属看護専門学校
看護学生募集

［対象］平成30年４月１日現在、18歳
以上27歳未満の方
［募集人員］①一次募集10 ～
［受付］随時 ※申し込み方法や試験日程 20人②二次募集若干名
など、詳しくはお問い合わせください。 ［受験資格］高等学校卒業（平
自衛隊茨城地方協力本部 百里分駐所 成30年３月卒業見込み含む）または同
等以上の資格を有する方
0299-52-1366
［ 出 願 期 間 ］①12月19日(火) ～ 平 成30
年１月５日（金）②１月24日(水) ～２月
６日(火)
映画「いしゃ先生」
［入学試験］①１月12日(金)・13日(土)
無料上映会のお知らせ
②２月16日(金)･17日(土)
［試験科目］国語{国語総合(古文・漢文
12月17日(日)13:45 ～ 16:00
除く)・現代文}、コミュニケーション
ひたちなか市／ワークプラザ勝田
英語Ⅰ、数学Ⅰ、面接(筆記試験合格者)
［定員］320人(先着)
（一社）茨城県保険医協会
旭中央病院附属看護専門学校
0479-63-8111(内線7702、7703)
029-822-1341
029-823-7930

情・

報

みんなでささえあう あったかい
地域づくり 歳末たすけあい募金
こ の 募 金 は、75歳 以 上
のひとり暮らし高齢者の
皆 さ ん に、 歳 末 見 舞 品 と
して贈られます。
ご協力をお願いします。
［期間］12月１日（金）～ 22日
（金）
［受付窓口］鹿嶋市社会福祉協議会事
務局、市生活福祉課、大野出張所
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

みんなで築こう人権の世紀
「第69回人権週間」
のお知らせ
1948年12月10日、国連総会で世界人
権宣言が採択されたことを記念し、毎
年12月10日を人権デーと定めています。
法務省と全国人権擁護委員連合会で
は、12月４日～ 10日を「人権週間」と
し、人権啓発活動を行います。
人権週間にあたり、人権は自分と同
じように他の人にもあることを考え、
お互いに相手の立場を考え、豊かな人
間関係をつくりましょう。
水戸地方法務局 人権擁護課
029-227-9919

北朝鮮当局による人権侵害問題
に対する認識を深めましょう
北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する国民の認識を深めるとともに、国
際社会と連携しつつ北朝鮮当局による
人権侵害問題の実態を解明し、その抑
止を図ることを目的として、平成18年
６月に、
「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法
律」が施行され、国および地方公共団
体の責務などが定められるとともに、
毎年12月10日～ 16日を「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」とすることとされて
います。
鹿嶋警察署
82-0110

82-2911（代表） 10
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鹿嶋市役所

【不法投棄１１０番】悪質な業者から土地利用を求められ、大切な土地に廃棄物を不法投棄された事案が発生しています。不法投棄を見つけたら不法投棄１１０番（
０２９ ３
へお電話ください。 茨城県廃棄物対策課
- ０１ ３
- ０３３

暮・

【毎月 日は交通安全の日】 月の重点目標は「 飲酒運転の根絶 」です。 月から１月の期間は、飲酒の機会が増える時期です。ドライバー自身はもちろん、その周囲も
交通防災課
飲酒運転は「しない！」「させない！」という強い意志を持ち、声を掛け合い協力していきましょう。

※ 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。
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語り継ぐ戦争の
悲しいお話を語る会

「事例でガッテン！相続税」
講演会＆相談会

全国のオカリナ、リコーダー奏者が、
12月８日(金)13 :00 ～
12月12日(火)14:30 ～ 16:00(開場14:00)
心にしみるオカリナの音色、テクニカ
まちづくり市民センター (中央公民
鹿島セントラルホテル 橘の間
ルな演奏を繰り広げます
［内容］身近な相続税の疑問を、事例
館) ２階研修室202
12月16日(土)17:30 ～ (16:30開場)
を豊富に用いてわかりやすく解説しま
［内容］19411208の透視図
さ か き
鹿嶋勤労文化会館
す。
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
［ゲスト］辺保陽一さん(リコーダー )、
［募集人員］40人(要予約)
69-1696
12
小路陽光さん(オカリナ)
税理士法人木村会計
鹿嶋の魅力を知ろう
1,000円 (当日は500円増)
0479-63-1112
0479-63-1111
まち歩きツアー
NPO法人 かしまコンツェルト協会
hosomi@kimurakaikei.co.jp
エートス事務局
080-4420-8104
①12月24日
（日）、②平成30年１月
茨城県水郷県民の森
21日（日）各10:00 ～ 12:00※小雨決行。
12月イベントのお知らせ
［集合場所］①9:30津賀城址公園駐車
場②9:30高松公民館（まちづくりセン
◇野鳥観察会
放送大学
ター）
12月16日(土)10:00 ～ 12:00
４月生募集のお知らせ
［コース］①唐臼神社、天満神社など６
◇キャンドルづくり教室
放送大学はテレビ・ラジオ・イン
㎞、②比屋久内遺跡、吉祥院など７㎞
12月16日(土)10:00 ～
ターネットを通して学ぶ通信制の大学 ［対象］小学生以上＝各50人（先着）
300円（材料費）
です。心理学、福祉、経済、歴史、文
◇門松づくり教室(要予約)
各500円（買物券付き）
学、情報、自然科学など約300の幅広
①12月22日
（金）まで、②１月19日
12月24日(日)10:00 ～
い授業科目があり、１科目から学べま （金）までに、ファックス（氏名、年齢、
2,500円
（材料費）
住所、電話番号を記入）で申し込むか、 ※いずれも水郷県民の森、
12 す。詳しくはお問い合わせください。
［出願期限］第１回＝平成30年２月28
ビジターセンターへ集合
下記に来店して直接申し込み。
日(水)まで、第２回＝３月20日(火)まで
してください。
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
放送大学茨城学習センター
ラリー内、10:00 ～ 16:00、木曜日定休）
水郷県民の森管理事務所
029-228-0683
77-8878
64-6420

ノロウイルス感染を予防しましょう
ノロウイルスによる感染性胃腸炎は、主に冬の時期を中心に流行します。感染すると、下痢が治った後で
も１カ月近くウイルスが便とともに排出されることがあります。症状がなくても、感染者が食品を調理する
ことにより食中毒を引き起こすことがありますので予防対策が必要です。
［予防方法］
○排便後、調理前、食事前には、石けんと流水で手をきちんと洗いましょう。
○下痢をしている時は、調理に従事しないようにしましょう。
○二枚貝（カキなど）などを調理した手や調理器具からの２次汚染に気を付けましょう。
○食品を加熱する時は、十分に加熱しましょう(85 ～ 90℃で90秒以上が目安)。
○下痢やおう吐物などの汚染物を処理する時は、素手で作業せず、２次感染に十分注意して行いましょう。
茨城県潮来保健所衛生課

66-2116

66-1613

http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/hokenfukushi/itaho/index.html
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