ら・

第２回あかね会チャリティ
カラオケフェスティバル
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「高齢者はつらつ百人委員会」
平成30年度 委員募集
「かしま灘楽習塾」

高齢者自らが健康や生きがいづくり
１月21日(日）9:30 ～ (受付9:00)
第13期塾生募集
に関するさまざまな事業を企画し実施
大野ふれあいセンター
※チャリティ募金と主催者からの寄 する委員会です。ぜひご応募ください。 ［期間］４月～平成31年３月（１年間）
おおむ
付金は、大野公民館(まちづくりセン ［対象］ 県内在住の概 ね60歳以上で、 ［講座内容］各講座の概要や日程など
は、まちづくり市民センター (中央公
ター )の「車いす用昇降機」設置費用と 委員会の活動に出席できる方(条件あ
民館)、市社会教育課、大野ふれあいセ
して活用されます。
り)
ンターなどにある講座紹介パンフレッ
［任期］４月から２年間
あかね会 代表 平川さん
トやホームページをご覧ください。
［応募期限］ ２月28日(水)
090-8309-7526
茨城わくわくセンター (県社会福
月１回講座＝6,000円／年、月２回
どなたでもお越しください
講座＝11,500円／年
※教材費などは
祉協議会内)
029-243-8989、茨城
野草舎 生活展
実費。
029-301-3326
県長寿福祉課
［申込期間］１月16日(火) ～２月25日
１月13日(土)・14日
（日）
・20日(土)・
(日)12:00
21日(日)10:00 ～ 16:00（受付15:30まで）
◇１月16日～２月18日に、まちづくり
13日・14日 ＝ 子 ど も の 家 野 草 舎、
第43回MORIフォトクラブ
市民センターにて、手作り作品などの
20日・21日＝野草舎森の家
写真展
成果発表展があります。
［内容］絵画、オブジェ、手芸、陶芸、
たこ
料理、凧などの子どもの作品の展示
１月９日
（火）～ 14日
（日）10:00 ～
かしま灘楽習塾事務局(まちづくり
15:00(最終日は14:00まで)
子どもの家野草舎
83-5825、
85-2602
市民センター内)
85-2601
まちづくり市民センター (中央公民
野草舎森の家
94-2311
http://www.nadajuku.com/
館) 市民ギャラリー
スポーツボウリング
茨城いのちの電話
森さん
090-3913-8024

無料体験スクール

電話相談員募集

第４回
高齢者と園児のランチ会

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。
２月20日(水)・21日(木)10:15 ～ 11:45、
１月25日(木)10:30 ～ 13:00
18:30 ～ 20:00
認定こども園こじか ランチルーム
鹿島ボウル（チェリオ２階）
200円
希望日時を選択し、下記に申し込み。
かしま食育たんぽぽグループ渡
鹿行スポーツボウリング推進協議 辺さん
080-3489-3389、認定こど
も園こじか
会（鹿島ボウル内） 84-6767
82-0538

税務署からのお知らせ
［開設期間］２月16日
（金）～３月15日(木)
9:00 ～ 17:00（受付8:30 ～）
※申告書の作成には時間を要しますので、16:00までにお
越しください。なお、会場の混雑状況により、受付を
早めに締め切ることがあります。

「確定申告書」
は郵送で提出できます
「確定申告書」などは、国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」を利用すると、簡単に作成することが
できます。また、作成した申告書は郵送で提出すること
ができます。
詳しくは下記へお問い合わせください。
http://www.nta.go.jp/

【第24回はまなす大野美術協会美術展(絵画・書・写真・工芸)】
※最終日は15:00まで

はまなす公民館(まちづくりセンター )

１月13日（土）9:10 ～ (受付8:30 ～ )
高松公民館（まちづくりセンター）
83-0841

第７回大野今昔かるた大会
１月14日（日）9:00 ～ (受付8:30 ～ )
はまなす公民館（まちづくりセンター）
69-6211

第13回とよつかるた大会
１月28日（日）9:10 ～ (受付8:30 ～ )
豊津公民館（まちづくりセンター）
83-5680

第47回新春文化財愛護かるた大会
１月28日（日）9:30 ～ (受付9:00 ～ )
カシマスポーツセンター
すなみ
鹿嶋市文化財愛護協会 角南さん
090-4706-8732
１月30日(火) ～２月４日(日)9:30 ～ 16:30
事務局 田口さん

82-7752

14

交通防災課

※確定申告会場では、ご自身でパソコンを操作し、申告
書を作成していただくことを基本としています。

66-6931

新春かるた 大 会
第33回新春高松かるた大会

確定申告会場開設について

潮来税務署

［募集人員］いのちの電話の趣旨に賛
同し、活動に積極的に参加できる23歳
以上の方＝40人程度 ※６月から約２
年間、つくば市周辺で研修あり。
各課程7,000円(第１～５課程あり)
［申込期間］２月１日(木) ～５月７日(月)
(社福)茨城いのちの電話事務局
029-852-8505

【毎月１日は交通安全の日】１月の重点目標は「新成人の交通事故防止」です。新成人の皆さん、正しい交通ルールや交通マナーを心がけましょう。

暮・

【納期限のお知らせ】納期限…１月
日（水）

31

※ 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。

災害ボランティアセンター
運営訓練ほか 参加者募集
１月31日(水)10:00 ～15:30(受付9:30)
大野ふれあいセンター
［内容］災害ボランティアセンター運
営訓練・防災ボランティアリーダー養
成研修
［募集人員］70人(先着)
［申込期限］１月26日(金)
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621
83-0242

国民健康保険税第７期、後期高齢者医療保険料第７期
･･･

便利な自動車税の口座振替を
ご利用ください
口座振替を利用すると、その都度納
税のために金融機関に出向く必要がなく
大変便利です。また、車を買い換えた
時などに再手続きの必要はありません。
手続きは、預金口座のある県内の金
融機関でお申し込みください（一部金
融機関を除きます）。
※２月末までに申し込むと、平成30
年度の自動車税から口座引き落としさ
れます。
茨城県行方県税事務所 管理係
72-0041

「全国一斉生活保護110番」
開催のお知らせ

収納課

１月28日(日)10:00 ～ 16:00
［内容］生活保護に関する無料電話相
談 ※秘密厳守、事前予約不要。
［相談電話番号］0120-052-088
茨城青年司法書士協議会
029-801-0472

鹿島製鐵所個人工場見学会
参加者を募集します
身体のゆがみを改善
バランスボール教室

［実施期間］２月１日(木) ～３月30日
(金)(土・日曜日、祝日を除く)
※３月24日(土)に限り休日も開催。
１月11日(木) ～２月１日(木)、１部
10:00 ～ 11:00、 ２ 部11:00 ～ 12:00、 ［見学時間］10:30 ～ 12:00または14:30 ～
16:00 ※ ３ 月24日 は10:00 ～ 12:00ま
毎週木曜日(全４回)
たは13:30 ～ 15:30
鹿嶋勤労文化会館 リハーサル室
［募集人員］小学生以上＝各回30人(中
1,200円
（会員800円）
［募集人員］高校生以上＝10人（先着）
学生以下は保護者同伴のこと)
［申込開始日］１月５日(金)
※３月24日は70人。
見学希望日の２週間前までに、電
高松緑地温水プール
85-1158
話予約後、申込書を提出。
ウェルカフェつどいの場
「最期ま
新日鐵住金㈱鹿島製鐵所 広報係
でおいしく食べられるために」
90-3616
１月30日(火)10:00 ～ 12:00
はなます公園ギャラリー
［内容］口から食べる喜びを最期まで
展覧会・作品展のお知らせ
感じるためにはどうしたらよいかを学
びます。
◇４人展
［対象］市内在住の認知症の方とその家
１月７日(日)10:00
～ 15:00
たこ
族、認知症や認知症予防に関心のある方 ［内容］粘土細工・凧・切り絵・折り紙
［持ち物］筆記用具、上履き
の展覧会
◇第２回はまなす公園ギャラリー作品展
ウェルポート鹿嶋の郷
「工芸・書の部」
90-3123
１月16日(火) ～ 28日(日)9:00 ～ 16:30
大人のための韓国語・英会話
(最終日は15:00まで)
入門講座
大野潮騒はまなす公園
69-4411
１月30日(火) ～３月20日(火)毎週火
講演会「沢辺卓己の投球理論」
曜日(全８回)、英会話18:00 ～ 19:00、
「野球選手の障害予防」
韓国語19:30 ～ 20:30
野球に関する講演会です。どなたで
まちづくり市民センター (中央公民館)
もご参加いただけます。
［内容］文字の読み書き、基礎会話など
各 講 座5,000円（ 別 途 テ キ ス ト 代
２月３日(土)14:00 ～
2,000円）
清真学園高等学校・中学校講堂
［募集人員］各15人（先着）
県東地区野球指導者会議実行委員
辻岡さん
国際文化交流協会 前田さん
090-6489-2803(平日10:00 ～ 18:00)
090-1658-7715

かしまスポーツクラブプール教室 参加者募集
◆成人水泳教室
２月８日から毎週木曜日13:00 ～ 14:00（全６回）
3,000円(会員1,800円)
［募集人員］高校生以上＝10人

◆ひまわり教室（水中運動）
２月１日からの指定する木曜日10:00 ～ 11:00（全７回）
3,500円(会員2,100円)
［募集人員］高校生以上＝20人

◆シェイプアップアクア(金曜コース)
２月９日から 毎週金曜日10:00 ～ 11:00（全６回）
3,000円(会員1,800円)
［募集人員］高校生以上＝20人

◆あめんぼ教室（クロール中心教室）
１月26日からの指定する金曜日19:00 ～ 20:00（全７回）
3,500円(会員2,100円)
［募集人員］小学生以上＝10人

◆シェイプアップアクア(水曜コース)
２月７日から毎週水曜日11:00 ～ 12:00（全６回）
3,000円(会員1,800円)
［募集人員］高校生以上＝20人

◆４泳法教室
１月25日からの指定する木曜日11:00 ～ 12:00（全８回）
4,000円(会員2,400円)
［募集人員］小学生以上＝10人

◆水中バレーボール教室
２月７日から毎週水曜日10:00 ～ 11:00（全６回）
1,200円(会員600円)
［募集人員］高校生以上＝20人

◆イルカ水泳法教室
１月12日からの指定する金曜日18:00 ～ 19:00（全10回）
5,000円(会員3,000円)
［募集人員］小・中学生＝16人

プール入場料が別途かかります。
いずれも１月５日(金)から、電話で申し込み（先着）。

15 【糖尿病教室の開催】

高松緑地温水プール
85-1158

「 食べてしまうこころ」、
「糖尿病の合併症～認知症～」
１月20日
（土)13:30 ～ 14:30 ［テーマ］

［申込期限］１月19日(金)

(公財)鹿島病院

82-1271

