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２月は「相続登記はお済みで
すか月間」です

茨城空港からの
チャーター便のお知らせ

茨城空港から新たに下記日程で
チャーター便が運行されます。ぜひご
利用ください。
［日程］
◇屋久島＆種子島便＝３月６日(火) ～
８日(木)、９日(金) ～ 11日(日)、12日(月)
公設鹿島地方卸売市場
～ 14日(水)
出店者募集
◇ 台 北 便 ＝ ３ 月 １ 日(木) ～ ５ 日(月)、
関連店舗へ出店する事業者を募集して ８日(木) ～ 12日(月)
います。詳しくはお問い合わせください。
茨城空港利用促進等協議会
鹿島地方事務組合市場担当
029-301-2761
92-1355
「茨城空港」で検索

鹿嶋市社会福祉協議会
臨時職員募集

事業主の皆さん
退職金の悩み解決しませんか

県では、一定の要件を満たす場合に、
自動車税および自動車取得税の減免を
行っています(軽自動車税は除く)。
下記日程で減免申請の出張受付窓口
を設置しますのでご利用ください。
※必要書類などはお問い合わせください。
２月７日(水)、３月７日(水)10:00 ～
12:00、13:00 ～ 15:00
市役所第２庁舎１階 相談室１
行方県税事務所 収税課
72-0482

茨城県の特定最低賃金が
改正されました
特定の産業に従事する労働者とその
使用者に適用される最低賃金が、下表
のとおり改正されました。
労使双方が合意した上で、
「特定最低
賃金額」未満の賃金で労働契約を結ん
でも、法律によりその賃金は無効とさ
れ「特定最低賃金」が適用されます。
［効力発生日］平成29年12月31日
鉄 鋼 業
はん用機械器具、生産用機械
器具、業務用機械器具製造業
計量器・測定器・分析機器・
試験機・理化学機械器具、医
療用機械器具・医療用品、光
学機械器具・レンズ、電子部
品・デバイス・電子回路、電
気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業
各種商品小売業

時間額
892円
859円

855円

828円

潮来税務署からのお知らせ

16

66-6931

大野潮騒はまなす公園展望塔前
77-9533(月曜日休館)

12

13
30
17

13
)

平成29年分の確定申告から、医
療費控除は、領収書（医師などが
発行した証明書を除く）の提出が
不 要 と な り、
「医療費控除の明細
書」の添付が必要となります。
ただし、税務署から記入内容の
確認を求める場合がありますの
で、領収書は５年間保存してくだ
さい。
※ 平成31年分の確定申告までは、
従来通り領収書の添付または提
示によることもできます。

潮来税務署

２

月

茨城労働局賃金室
029-2246216、または最寄りの労働基準監督署

in

日（金） 時 分～ 時 開(場 時
０２９ ３
- ０１ ２
- ７３２

【フリーマーケット開催のお知らせ】 ２月18日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止。
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411
広場 ※出店者も募集しています。

／

茨城県地域計画課

◇一般事務
中退共は、中小企業で働く従業員の
［業務内容］社会福祉協議会事務局内で ための国の退職金制度です。国の掛金
の一般事務(ボランティア、
広報事務など) 助成を受けられ、掛金は全額非課税と
［募集人員］１人
なり、また、社外積立なので管理も簡
［勤務日時］月～金曜日のうち３日
単です。パートタイマーの方や家族従
9:00 ～ 16:00
業員の加入も可能です。
［給与］時給840円
詳しくはホームページをご覧ください。
◇運転業務
(独)勤労者退職金共済機構 中小企業
［業務内容］65歳以上の寝たきりおよび 退職金共済事業本部
03-6907-1234
歩行に支障のある方の定期通院の送迎
「中退共」で検索
［募集人員］１人
お気軽にご参加ください
［勤務日時］月～金曜日のうち３日
ボーイスカウトオープンデー
9:00 ～ 16:00
［給与］時給890円
２月18日(日)10:00 ～ 12:00
◇地域福祉推進委員
神栖市／神之池バーベキュー広場
［業務内容］ひとり暮らし高齢者の見 ［内容］活動の見学および体験
守り訪問、地区住民活動の支援など
［対象］ボーイスカウトに興味のある
［募集人員］２人
小･中学生(男女は問いません)
［勤務日時］月13日8:30 ～ 16:30
ボーイスカウト神栖第１団 石原さ
［勤務場所］はまなす公民館、大野公民館 ん
080-1160-2759
［給与］月額105,000円
（私用車使用料
鹿嶋の海岸を守る会
含む）
定期清掃 参加者募集
［応募資格］いずれも普通自動車運転
免許を有し、パソコン(ワード・エク
美しい浜辺を取り戻すため、一緒に
セル)の基本操作ができる方
海岸をきれいにしませんか。
［採用日］いずれも４月１日
※軍手、ごみ袋は当日配布します。
［応募方法］いずれも２月15日(木)まで
２月18日（日）9:00 ～
に履歴書(写真貼付)を下記へ郵送(簡易
角折海岸(第11ヘッドランド前)公衆
書留)または直接持参。
トイレ付近、荒井海岸(R51大野出張所
入り口を海側へ)付近
〒314-0012 鹿嶋市平井1350-45
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
鹿嶋の海岸を守る会 会長 笹沼さん
82-0242
090-8042-1708
82-2621

心身に障がいのある方へ
自動車税減免申請について

茨城を開催します】サイクリングにスポットを当て「交流の拡大による地方創生」について考えます。

毎日通学できない方でも学べる通信
制（単位制）の高校です。
詳しくはお問い合わせください。
［受付期間］一般入学＝３月13日
（火）～
26日
（月）
、編入･転入学＝３月7日
（水）～
12日（月）※土･日曜日、祝日を除く。
茨城県立水戸南高等学校（通信制）
029-247-4284

相続登記に関する相談を、県内の各
司法書士事務所で無料で行います。お
気軽にご相談ください（要予約）。
茨城司法書士会
029-225-0111

フェリヴェールサンシャイン［内容］渡辺裕之さんによるトークショー、パネルディスカッション

県立水戸南高等学校(通信制)
平成30年度生徒募集

【地方創生フォーラム

暮・

運転を過信せず、スピードは控えめに、十分な車間距離をとって運転しましょう。
交通防災課

鹿嶋市身障協の
たまさろんカラオケ
２月19日(月)10:00 ～ 14:00
総合福祉センター娯楽室
500円(昼食代など)
［対象］市内在住で、身体障害者手帳
を持っている方および団体活動に賛同
する方＝15人
［申込期限］２月15日(木)
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会内
鹿嶋市身体障害者福祉協議会事務局

82-2621

83-0242

「広報鹿嶋」の録音風景を
見学してみませんか
鹿嶋朗読会では目が不自由な方のた
めの活動を行っています。
月２回行っている「広報鹿嶋」の録音
風景を、一緒に見学してみませんか。
２月14日(水)・28日(水)、３月14日
(水)・30日(金)いずれも9:00 ～
交流会館 会議室
鹿嶋朗読会 宮前さん

070-3604-0318(18:30まで)

かしまけん玉クラブ
第７回けん玉大会のお知らせ
年齢を問わず、どなたでも参加でき
ます(予約不要)。
３月４日(日)13:00 ～ 16:00
香取市／千葉県立水郷
小見川少年自然の家
［持ち物］けん玉(貸し出し
有り)、上履き、筆記用具
かしまけん玉クラブ 代表 子安さん
080-6750-7410

平 成30年 北 方 領 土 返 還 要 求
茨城県民大会を開催します
２月13日(火)13:30 ～ 15:00
鹿嶋勤労文化会館
［内容］活動報告、基調講演「日露関係
の現状と展望‐北方領土は還ってくる
のか‐」
［講師］元杏林大学教授 斎藤元秀さん
茨城県国際課
029-301-2862

鹿嶋の魅力を知ろう
まち歩きツアー

鹿嶋物語を語る会
「語り部」を募集しています

年３回、戦争の悲しいお話を語り継
①２月25日
（日）9:30 ～ 14:30、②
３月25日
（日）
10:00 ～ 12:00※小雨決行。 ぐ「読み語りの会」を開催しています。
［集合場所］①9:00まちづくり市民セ ［練習日］第１・３火曜日13:00 ～ 15:00
ン タ ー (中 央 公 民 館)第 ４ 駐 車 場、 ②
アトリエ・トーハラ(大小志崎)
さ か き
9:30鹿嶋人ギャラリー
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
［コース］①神向寺、東一之鳥居ほか
69-1696
13㎞、②跡宮、押手社ほか６㎞
［対象］小学生以上＝各60人（先着）
①1,000円(特 製 弁 当 ＋ 特 典 付 き)、
求職者向けパソコンスクール
②500円（買物券付き）
受講生募集
①２月21日（水）必着、②３月23日
（金）までに、ファックス（氏名、年齢、
３ 月15日(木) ～ ７ 月13日(金)9:00
住所、電話番号を記入）で申し込むか、 ～ 15:30(休憩含む)
下記に来店して直接申し込み。
［内容］基礎コース「基本から学ぶパソ
コン簿記基礎科」
（訓練番号4-29-08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） 01-00-0056）
10,746円(テキスト代)
77-8878
［募集人員］15人
第29回
２月22日(木)までにハローワークで
鹿島吹奏楽団定期演奏会
求職申し込みおよび職業相談を行い、
申込書を下記へ提出してください。
２月25日(日)14:00 ～ (開場13:30)
［申込期限］２月23日(金)
鹿嶋勤労文化会館 ホール
［演奏曲］喜歌劇「小鳥売りセレクショ
アイテックパソコンスクール神
ン」、リベルタンゴ、ウェストサイド
栖校
77-8370
ストーリーセレクションほか
鹿島吹奏楽団 団長 清水さん
090-7240-9607

霞ケ浦環境科学センター
環境学習フェスタ

ミニ博物館ココシカからの
お知らせ

◇特別展「江戸、東国三社参り」
２月17日（土）10:00 ～ 15:30
開催中～２月18日(日)
◇第16回ココシカつれづれ草
土浦市／霞ケ浦環境科学センター
［内容］ 環境学習発表会、工作教室、
２月４日(日)13:30 ～ 15:30
体験教室、サイエンスラボなど
［内容］バビロン捕囚こぼれ話
茨城県霞ケ浦環境科学センター 環
ミニ博物館ココシカ
94-8161
境活動推進課
鹿行地区企業20社が参加
029-828-0961

大野囲碁クラブ
大野囲碁大会参加者募集
２月25日（日）9:15 ～ 16:00
大野ふれあいセンター
大野囲碁クラブ 谷口さん
090-3204-2065

企業説明会＆就職面接会

２月22日(木)13 :30 ～ (受付13:00 ～ )
鹿嶋勤労文化会館
［対象］一般求職者(新卒含む)
㈱ひたちなかテクノセンター

029-264-2202
「ジョブリサーチいばらき」
で検索

広告

【毎月１日は交通安全の日】２月の重点目標は「路面凍結によるスリップ事故防止」です。路面凍結時は、ハンドルやブレーキのちょっとした操作ミスでスリップする恐れがあります。

※ 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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【2018第１回鹿嶋旧車会IN鹿島ハイツ】昭和以前に製造された２輪車・４輪車を展示します。懐かしい名車をご覧くださ
い。 ２月11日
（日）
９:00 ～ 15:00
鹿島ハイツ
Oldcar friends team W1 鹿嶋支部 濱田さん
090-5416-8726

