～いばらき木づかい環境整備事業を活用～

高松中学校全学年生徒の机と椅子が新しくなりました
このたび、
「いばらき木づかい環境整備事業費補
※
助金 」により、高松中学校全生徒（113人分）の机と
椅子が新しくなりました。
茨城県産材を使用した机や椅子からは、ほのか
な木の香りがし、生徒たちは落ち着いた環境の中
で新学期をスタートしています。

鹿嶋っ子育成課

市では平成29年度から３年
計画で市内公立全小中学校の
机と椅子を順次更新していき
ます。

※いばらき木づかい環境整備事業費補
助金とは、地域材の需要拡大を図るこ
とを目的に、県民が木に触れる機会を
創出し、木の良さや木材利用の意義に
ついて普及啓発するため、
市町村などが行う事業に
対し補助金を交付するも
のです。

各 種 相 談
相談名
行政相談
弁護士による
福祉法律相談 ★

※相談はすべて無料(★は要予約）
日程

時間

場所

問い合わせ･申し込み

５月９日（水）

13:30 ～ 15:30 大野ふれあいセンター

市民活動支援課市民相談室

５月16日（水）

14:00 ～ 17:00

５月10日（木）

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

029-227-3253
水戸南年金事務所
※１カ月前から予約可。

４月20日(金)
５月８日(火)

10:00 ～ 15:00 常陽銀行鹿島支店

常陽銀行鹿島支店

まちづくり市民センター （社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621※予約開始５月２日
（水）
(中央公民館)３階学習室１

年金相談 ★
82-3512

児童相談 ★

①４月17日（火）
①鹿嶋市交流会館
10:00 ～ 15:00
②５月15日（火）
②保健センター

こども福祉課または茨城県福祉相
談センター鹿行児童分室
0291-33-4119

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

４月25日（水）
５月23日（水）

保健センター
82-6218
※前日12時までに予約のこと。

① 10:00 ～
② 13:30 ～

保健センター

広 告

広 告

【精神保健家族の集い】こころの病を抱える方の家族どうしが集まり、情報交換や悩みの相談などを行っています。
毎月１回火曜日に開催中
（予約不要）
。

５月15日
（火）9:30 ～ 12:00

保健センター

82-6218
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《 鹿嶋市内交通事故件数

暮・

ら・

毎週紅白戦ができます
ソフトボール同好会員募集

し・

の・

点字ボランティア養成講座と
手話入門講座参加者募集

件、死者数

＜点字ボランティア養成講座＞
視覚障がい者への理解を深め、点字
毎週水曜日 8:30 ～ 11:30
の仕組みを学びます。
大野第二球場※見学可能
５月９日（水）から毎週水曜日（全６
［募集人員］５～６人
回）10:00 ～ 12:00
小林さん
090-5204-5126
まちづくり市民センター（中央公
42
谷田川さん
090-2741-5904
民館）研修室301
［申込期限］５月２日（水）
現地の方々と同じ生活を
＜手話入門講座＞
JICAボランティア募集
聴覚障がいへの理解と手話について
1
独立 行 政 法 人 国 際 協 力 機 構（JICA） 学びます。
は、開発途上国で現地の方々と同じ生
５月15日（火）から毎週火曜日（全６
活をしながら、ともに働き、国づくり
回）10:00 ～ 12:00
に貢献するボランティアを募集してい
大野ふれあいセンター会議室A・B
ます。
［申込期限］５月９日（水）
［募集期間］５月１日（火）12:00まで
[対象]市内在住・在勤の方
［応募資格］青年海外協力隊／日系社会 ［募集人員］いずれも20人
青年ボランティア＝20 ～ 39歳、シニ
いずれも電話またはファックス
（
「点
ア海外ボランティア／日系社会シニ
字または手話講座申込み」
と題し①氏名
30
ア・ボランティア＝40 ～ 69歳
②住所③電話番号を記入）
で申し込み
JICAボランティア募集事務局
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会内鹿
03-6734-1242
嶋市ボランティアセンター
contact@jocv.info
82-2621
83-0242
http://www.jica.go.jp/volunteer

情・

報

「法テラスの日」
記念無料法律相談会

人（４月５日現在）※平成
年１月１日からの累計 》

法テラス茨城で
は、 ４ 月10日 の 法
テラスの日を記念
して、弁護士によ
る無料法律相談会
を行います。
債務整理、離婚の悩み、相続問題な
どの法的トラブルでお困りの方は、お
気軽にご利用ください。
５月18日（金）13:00 ～ 16:00
まちづくり市民センター（中央公
民館）学習室
［募集人員］５人程度（先着･要予約）
４月20日(金)から下記で予約受け
付け
法テラス茨城
050-3383-5390
(平日9:00 ～ 17:00)
http://www.houterasu.or.jp/
ibaraki/

記念講演会
「世界記憶遺産」とまちづくり

５月12日（土）14:00 ～ 15:30
まちづくり市民センター（中央公
労働基準監督署内に設置
鹿島産業技術専門学院
「労働時間相談・支援コーナー」 民館）講義室
こうずけさんぴ
［講師］熊倉浩靖さん（『上 野三碑を読
スキルアップセミナー
む』著者）
４月から働き方改革の推進に向けた
＜機械CAD（AutoCAD）基礎講座＞
労働時間に関する法制度などについて
かしま環境ネットワーク 岡田さん
６ 月 ４ 日(月)･ ５ 日(火)･ ７ 日
専門の相談コーナーを設置しました。
080-5514-0528
(木)・11日（月）・12日（火）・14日（木） 専門の「労働時間相談・支援班」が対応
端午の節句展と
18:00 ～ 21:00 (全６回)
しますので、お近くの労働基準監督署
ココシカつれづれ草
［内容］ 基本的な機械図面の作成実習
へお気軽にご相談ください。
（２次元CAD)、AutoCADの操作方法など
＜端午の節句展＞
茨城労働局監督課
029-224-6214
［募集人員］10人（抽選）
４月20日（金）～５月20日（日）
親と子のよい歯のコンクールに
［申込期限］４月16日
（月）～５月９日
＜ココシカつれづれ草＞
参加しませんか
（水）必着
４月22日（日）13:30 ～
＜アーク溶接特別教育＞
［対象］ 満３～６歳
（平成24年４月２日～ ［テーマ］
「 日本という小さな国があっ
６月12日(火)･13日(水)･14日(木)
平成27年４月１日生まれ）の未就学児
た!?」
９:00 ～ 17:00 (全３回)
とその母親または父親
いずれもミニ博物館ココシカ
［内容］ 労働安全衛生法に基づく特別 ［応募方法］
はがきまたはファックス
｛①
ミニ博物館ココシカ
94-8161
教育(修了者には修了証を交付)
親子の名前(ふりがな)②生年月日③郵便
陶芸とちりめん細工
［募集人員］15人（抽選）
番号④住所⑤電話番号⑥かかりつけま
展示会
［申込期限］４月23日（月）～５月16日
たは最寄りの歯科医院名⑦歯科医院の
（水）必着
電話番号を記入｝
で下記に申し込み
陶芸クラブとちりめん細工の会によ
こうくう
いずれも2,980円（テキスト代含む） ※後日、口腔診査票を送付しますので、 る作品展示会を開催します。
※申込方法など詳しくは下記ホーム
前歯が見えている親子の顔写
４月28日（土）～５月６日（日）9:00
ページをご覧いただくか、お問い合わ
真を持参し歯科医院で口腔診
～ 16:30（最終日は～ 15:00）
せください。
査を受けてください。
※５月１日（火）は休館。
茨城県立鹿島産業技術専門学院
［応募期限］６月29日(金)必着
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
69-1171
大野潮騒はまなす公園
〒310-0911水戸市見和２-292 -1
http://business2.plala.or.jp/
茨城県歯科医師会8020事業係
事務室
kasigise/
69-4411
029-252-2561
029-253-1075
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※ 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

