ら・

し・

の・

［内容］車いす・アイマスク・高齢者
障がいのある方のための
疑似体験などの手順を学びます。
パソコン教室(前期)
［持ち物］かかとのある上履き、筆記用
具 ※動きやすい服装でお越しください。
５～９月10:00 ～ 11:30
まちづくり市民センター (中央公民
電話またはファックス(福祉体験講
館)パソコン室
座申し込みと題し、①氏名②住所③電
［対象］市内在住で身体障害者手帳を
話番号を記入)で下記へ申し込み。
持っている方＝５人程度(先着)
［申込期限］４月13日(金)
鹿嶋市ボランティアセンター (社会 ［内容］案内状作成、インターネット
の楽しみ方など
福祉協議会内） 82-2621
83-0242
年間4,000円
介護支援専門員の更新研修
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
(実務未経験者)および再研修
82-2621
83-0242
１班（水戸会場）＝６～７月、２
K-shakyo@sopia.or.jp
班（土浦会場）＝９～ 10月、３班（水戸
お気軽にご参加ください
会場）＝11 ～ 12月
福祉体験サポーター養成講座
［募集人員］各班80人(先着)
小・中学生を対象とした
「福祉教育」
を
43,640円(税込、テキスト代含む)
サポートするボランティア養成講座です。
(公財)介護労働安定センター茨城
４月24日(火)13:00 ～ 16:00
支部
029-227-1215 「介護労働
安定センター茨城支部」で検索
総合福祉センター

情・

報

ミニ博物館ココシカ
五月人形を飾ってみませんか
４月20日から１カ月間
「端午の節句
展」を開催します。ご自宅で眠ってい
るお人形などを飾ってみませんか。詳
しくはお問い合わせください。
ミニ博物館ココシカ
94-8161

平成30年度 鹿行手話奉仕員
養成講座（入門・基礎）
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５ 月12日 ～ 毎 週 土 曜 日19:00 ～
21:00 ※事前申し込みは不要です。
神栖市保健・福祉会館
鹿行手話奉仕員養成委員会 委員長
72-2661、事務局 高橋さ
越地さん
ん 050-5276-9585
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世界の湖沼および湖沼流域で起こっている環境問題やそれらの解決に向けた取り組みについて議論する
世界湖沼会議が、本年10月に県内で開催されます。ぜひ参加して、環境保全について考えてみませんか。
［会期］10月15日(月) ～ 19日(金)［会場］つくば国際会議場ほか
［内容］基調講演、政策フォーラム、湖沼セッション、霞ヶ浦セッション、
分科会、展示会、エクスカーション、ワークショップ、学生会議など
※会議での発表募集（４月20日締切）や事前参加登録
（９月14日締切）などを
受け付けています。

11
12

［サテライト］会議前プログラムとして霞ヶ浦、涸沼、千波湖に近接する５市町で、
環境フェアやシンポジウムなどを開催します。
月日

行事名

10

泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル
茨城県霞ヶ浦環境科学センター夏まつり
サテライトつちうらメイン大会
帆引き船フェスタwith世界湖沼会議
帆引き船講演会＆帆引き船シンポジウム「帆引き船と霞ヶ浦の魚食文化」
鉾田市世界湖沼会議サテライト会場( ７～９月に市民活動への参加も実施予定)
第４回涸沼環境フェスティバルラムサールシンポジウムinひぬま(仮称)
水戸市環境フェア2018

)

第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦2018）実行委員会事務局
029-301-2995(平日8:30 ～ 17:15) 「茨城県 世界湖沼会議」で検索

広告

広告

【フリーマーケット開催のお知らせ】 ４月15日(日)9:30 ～ 15:00 ※雨天中止。
はまなす公園展望塔前広場
はまなす公園事務室
69-4411
77-9533(月曜日休館)
※出店者も募集しています。

12

鹿嶋勤労文化会館リハーサル室

85

１
- １５８

７月16日(月・祝)
土浦市
８月25日(土)(予定)
10月13日(土)
５月３日(木・祝)
かすみがうら市
９月中旬
鉾田市
９月
茨城町
９月30日(日)(予定)
水戸市
６月３日(日)

20 21

10

第17回世界湖沼会議
（いばらき霞ヶ浦2018）
開催

市町

【バランスボール教室参加者募集】 ４月 日 木 ～６月 日 木 、１部 時～ 時、２部 時～ 時 毎週木曜日 全( 回
(
)
(
)
３０００円（会員２０００円） 募[集人員 高
高松緑地温水プール
] 校生以上 人 先(着 ) 持[ち物 ヨ
] ガマット

暮・

交通防災課

認知症介護者交流の場
「ウェルカフェ」
ご利用ください
「ウェルカフェ」は認知症の方を介護
している方同士が、日頃の悩み事や心
配事などを話す交流の場です。
毎月第３木曜日10:00 ～ 12:00
※第１回目は４月19日(木)
［対象］市内在住の認知症の方やその
家族、または認知症や認知症予防に関
心のある方
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

男子プロゴルフトーナメント
運営ボランティア募集
「男子プロゴルフトーナメントミズ
ノオープン」のボランティアスタッフ
を募集します。
５月24日(木) ～ 27日(日) ※４月30
日(月・祝)に説明会を開催します。
鉾田市／ザ・ロイヤルゴルフクラブ
［募集人員］業務内容
（12種）
により３～
60人。詳しくはホームページをご覧く
ださい(いずれも先着)。
ひのうえ
ボランティア事務局 樋上さん
06-6233-6600
06-6233-6682

mizuno-open@atum.ne.jp

鹿嶋の魅力を知ろう！
まち歩き100回記念ツアー
第19回

４月22日(日)10:00～12:00 ※雨天中止。
アースデイかしま2018
［集合場所］9:30はまなす公園駐車場
［コース］天朝井戸、北の一之鳥居、皇
４月18日(水) ～ 25日(水)
神社など７㎞
ショッピングセンターチェリオ１階
［対象］小学生以上＝50人（先着）
［内容］パネル展
（22団体の日頃の環境
活動発表）※21日(土)午後は環境カル
500円（100回記念の粗品付き）
タ、紙芝居。
４月20日(金)までに、ファックス（①
氏名②年齢③電話番号を記入）で申し
かしま環境ネットワーク 栗林さん
込むか、下記に来店して直接申し込み。
090-7733-4489
鹿 嶋 神 の 道 運 営 事 務 局(10:00 ～
第20回
16:00、木曜日定休)
77-8878

絵画小作品・グループ展
作品テーマ「ちゅうりっぷ」
4月７日(土) ～ 15日(日)10:00 ～ 16:00
（最終日は14:00まで）
ギャラリーやまさん
69-0112（月曜日休館）

第３回はまなす公園ギャラリー
作品展 絵画の部
4月10日(火) ～ 22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
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

フォト迷露写真展

４月10日（火）～ 15日
(日)10:00 ～ 17:00
(初日は12:00から、最終日は15:00まで)
潮来市／水郷まちかどギャラリー
フォト迷露 笹本さん
090-3040-2578

講演会
「インフルエンザと予防接種」
4月22日(日)13:00 ～
［講師］小児科医 山田真先生
［募集人員］50人
美空野保育園 山下さん
95-9215

「ミズノオープンボランティア」で
検索
あした

「未来への道1000㎞縦断リレー
2018」参加者募集
東日本大震災の被災地（青森～東京）
をランニングと自転車でつなぐリレー
の参加者を募集します。
※期間は７月24日(火) ～８月７日(火)
の15日間で鹿嶋市の通過は８月５日
(日)です。
［募集部門］ 一般ランニング・自転車
＝１区間約１～ 10㎞（自転車は10 ～
30㎞）を複数名で走行。※詳しくは下
記ホームページをご覧ください。
［申込期間］４月26日(木) ～５月31日(木)
1000㎞縦断リレーホームページ
http://www.1000km.jp/

鹿島製鐵所さくらまつり
４月７日 ( 土 ) 9:00 ～ 15:30
新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所構内レンガ広場周辺
【イベント内容】
○ お笑いライブショー
① 10:45 ～、② 13:35 ～
出演者：テツ and トモ、平野ノラ、
原口あきまさほか
※都合により、出演者が変更
となる可能性があります。

広報鹿嶋 2018.4.1

「HUG っと！プリキュアショー」
① 9:50 ～、② 12:40 ～
○工場見学会、グラウンドゴルフ大
会、たたら製鉄、自動車展示会、
会社紹介、各種模擬店など

広告
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○キャラクターショー

新日鐵住金株式会社 鹿島製鐵所 人事総務室
84-2276

広告

【毎月１日は交通安全の日】４月の重点目標は「新入学児童・新社会人の交通事故防止」
です。新しい環境のもとでの通勤・通学が始まる季節です。より一層の安全運転を心がけましょう。

※ 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。

