ら・

の・

ウェルカフェつどいの場
「みんなで歌声喫茶」

３月13日(火)10:00 ～ 12:00
３月28日(水) ～ 30日(金)14:00 ～ 15:30 ［内容］お茶を飲みながら、昔懐かし
［募集人員］泳ぎの苦手な新小学１～ の歌を、みんなで一緒に歌います。
［対象］市内在住の認知症の方とその家
６年生＝50人(先着)
族、認知症や認知症予防に関心のある方
1,200円(保険代、入場料含む)
アイオートカフェ
高松緑地温水プール
85-1158
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

高松緑地公園
公園管理員募集

報

西谷でめだかを探そう
第９回親子水路めぐり

３月21日（水・祝）9:00 ～ 12:00
※8:45鹿嶋勤労文化会館正面入口集合
鉢形／西谷親水遊歩道
４ 月 ５ 日・12日・19日・26日（ 毎
週木曜日、全４回）9:50 ～ 11:30
［指導］茨城県霞ケ浦環境科学センター
まちづくり市民センター
（中央公民館） ［申込期限］３月14日(水)
［持ち物］上履き、飲み物、メモ帳
かしま水を考える会 荒井さん
［主催］フォークダンスはまなす
090-1790-7506
平野さん
83-0051

新小学１～６年生集まれ！
春休み児童水泳教室

情・

鹿島セントラルモール
Ｊｏｉｎｔ Ｄａｙ

３月18日(日)9:00 ～ 15:00
［内容］ミニ四駆「鹿島セントラルモー
［業務内容］公園内の清掃
［勤務時間］月～金曜日9:00 ～ 15:00(休 ルカップ」、旅缶イベント「缶詰レスト
ラン」、常陸大宮マルシェほか
憩45分) ※祝日、雨天時は休み。
［時給］810円(別途交通費支給)
鹿島セントラルモール屋内外
高松緑地管理事務所 小田原さん
カシマ・インフォメーション・サロン
82-9042
92-3557

アシスタントアイドル募集
［応募資格］
○鹿嶋が大好きな12 ～ 18歳までの女性
○週２回のレッスンおよび週末イベントに参加できる方
○ブログなどを通して自ら鹿嶋市の魅力を全国に発信できる方
［応募方法］３月31日(土)までに、指定の応募用紙に記入し、写真を添え
て、下記へ郵送してください。詳しくはホームページをご覧ください。

◇ひな飾り展
開催中～３月27日(火)
◇第17回ココシカつれづれ草
３月11日(日)13:30 ～
［内容］私たちのルーツは縄文？弥生？
ミニ博物館ココシカ
94-8161

経済講演会「今後の日本の政
治経済について」
３月19日(月)18:30 ～ 20:00
鹿嶋市商工会館
［講師］法政大学法学部教授 萩谷順先生
［募集人員］100人(先着)
鹿嶋市商工会
82-1919

第４回「終活講座」
リハビリの重要性
３月10日(土)13:30 ～ 15:00
まちづくり市民センター(中央公民館)
［講師］下神納木加枝さん（理学療法
士、認定動物看護師）
NPO法人さわやかネット
080-9673-2552

第２回定期演奏会 吹奏楽団
「アクアトピア・ウインズ」
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日（日） 時

３月10日(土)14:00 ～
大野公民館(まちセン）
多目的ホール
［演奏曲］カーペンターズ・フォーエ
バー、たなばたほか
アクアトピア・ウインズ 佐々木さん
080-1125-8176

３月

〒314-0031 鹿嶋市宮中１- ５-23
鹿嶋ご当地アイドルプロジェクト
「アシスタントアイドル募集」
係
94-8161(担当 岡見さん)
http://kashima.tv/

ミニ博物館ココシカからの
お知らせ

０
- ６６０

※応募用紙は公式ホームページからダウンロードするか、鹿嶋市商工会、
エフエムかしま、ショッピングセンターチェリオなどでも配布しています。

３月31日（土）13:00 ～ 16:00
まちづくり市民センター（中央公
民館）２階エコ広場
［内容］かしま環境カルタ、ごみの分
別、クイズラリー、紙芝居など
かしま環境ネットワーク 麻生さん
82-2554

潮来市教育委員会 生涯学習課

み こ

鹿嶋ご当地アイドル かしま未来りーな

かしま環境ネットワーク
春休み子どもエコ教室

潮来市立潮来公民館 ［演題］長勝寺にまつわる文化財 ［講師］谷玄明さん（長勝寺前住職）

フォークダンス体験
初心者無料講習会

し・

【鹿行地方文化講演会開催のお知らせ】鹿行文化財保護連絡協議会と鹿行地方文化研究会が合同で講演会を開催します。ぜひご参加ください。

暮・

13

分～

30

時

15

広告

【手づくり品などを出品してみませんか】４月からの新規出品者を募集しています。［対象品］手づくり品、季節の
鹿嶋人ギャラリー
77-8878
野菜、自営業のＰＲ品など

10

【毎月１日は交通安全の日】３月の重点目標は「交通マナーの向上」です。ドライバーの皆さんは、交通ルールを順守し、安全運転に努めましょう。

※ 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。

見学・体験からお気軽に
エーデルワイスフォークダンスサークル
毎週土曜日13:00 ～ 15:00
三笠公民館(まちづくりセンター
)
おおむ
［対象］概ね50歳以上の方
１カ月1,000円
関さん
83-3736

平成30年度茨城県警察官
採用試験（第１回）
[受験資格] 警察官Ａ＝昭和60年４月２
日以降に生まれ、
大学(短期大学を除く)
を卒業または平成31年３月31日まで
に卒業見込みの方。もしくは人事委員
会が同等と認める方(身体基準あり)。
[申込期限] ４月24日(火) ※インター
ネットの場合は同日17:00まで。
[試験日] 第１次試験＝５月13日(日)
＜鹿嶋警察署での体験型説明会＞
３ 月10日（ 土 ）、 ４ 月14日(土)い ず
れも10:00 ～ 12:00
鹿嶋警察署警務課
82-0110

※最大３区画まで。
カシマ・インフォメーション・
サロン(9:00 ～ 17:00、土曜日休館）

92-3557

森林ボランティア育成講座
参加者募集（全５回）
４月８日(日)・22日(日)、５月13日
(日)・27日(日)、６月10日(日)
鹿嶋市田野辺地区、行方市手賀地区
［内容］森林整備体験、講義など
［募集人員］20人
3,000円
森のボランティア茨城事務局
中村さん
090-5328-1809
nakamuraeisan@yahoo.co.jp

初心者歓迎 入会随時受付中
三笠書道同好会 会員募集
毎 月 第 ２・ ４ 木 曜 日（ 変 更 あ り ）
10:00 ～ 11:30
三笠公民館(まちづくりセンター )
［講師］中井言玉先生
１カ月 2,020円
三笠書道同好会 佐々木さん
82-5670

鹿嶋市文化スポーツ振興事業団
臨時職員募集
［業務内容］埋蔵文化財発掘業務
［対象］18 ～ 70歳の健康な方
［登録期間］４月１日～平成31年３月31日
［時給］910円
３月11日(日)までに、下記にある所
定の用紙に必要事項を記入して、直接
同所に申し込み（月曜日を除く）。
鹿嶋勤労文化会館 内（公財）鹿嶋市
文化スポーツ振興事業団
84-0777

フリーマーケット
出店者募集
＜大野潮騒はまなす公園＞
３月18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
69-4411
＜鹿島セントラルモール＞
３月24日(土)、４月14日
（土）
9:00 ～ 15:00 ※雨天中止。
鹿島セントラルモール北側広場
１区画(2ｍ×2m)＝500円

平成30年度前期ふれあいスポーツ教室参加者募集
カシマスポーツセンター
［開催講座］
教室名
日時・会場・募集人員など
［対象］高校生以上（ピラティスは女性限定）
火曜日 10:30 ～ 11:30
柔道場
［期間］いずれも平成 30 年４～７月の全 15 回
初級ヨガ
4,500
円
［募集人員］
60
人
（腰肩プロジェクトは全 10 回）
ゆったり
火曜日 12:00 ～ 13:00
剣道場
３月 15 日（木）21:00 までに、電話、ファック
4,500 円
バランスボール
［募集人員］
25
人
ス { ①教室名（複数参加の場合は優先順位も記入）
火曜日 13:30 ～ 14:30
柔道場
②氏名・フリガナ③年齢④性別⑤住所⑥電話番
健康体力づくり
4,500 円
［募集人員］40 人
号⑦平成 29 年度後期教室参加の有無⑧ピラティ
痛み改善！
水曜日 10:00 ～ 11:00
会議室
スはボール購入希望の有無を記入 }、または直接
3,000 円
腰肩プロジェクト ［募集人員］30 人
窓口で申し込み。
ステップアップ
木曜日 10:00 ～ 11:30
剣道場
［注意事項］応募多数の場合は、後期教室不参加
4,500 円
太極拳
［募集人員］30 人
の方を優先とした抽選となります。抽選結果は
木曜日 13:30 ～ 14:30
会議室
4,500 円
３月第４週に郵送します。なお、抽選結果発送
［募集人員］30 人
ピラティス
※ボール購入希望者は、別途 1,000 円
後のキャンセルは、キャンセル料が発生します。

交通防災課

鹿嶋市体育協会
（カシマスポーツセンター内）
83-1600
83-1633

入門太極拳

［募集人員］30 人

剣道場

4,500 円

広告

広告

11 【公開シンポジウム「霞ヶ浦流域研究2018」】

金曜日 10:00 ～ 11:30

３月４日(日)10:30 ～ 17:00
レイクエコー講座室２［内容］霞ヶ
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
66-6886
浦と周辺水域の環境や生きものに関する研究成果発表会

