平成30年度 共創のまちづくり事業

三世代「トリプルハッピー」子育て術
～出産 子育てのつぼ～

を希望している方など＝

バタ足までできるようになろう
夏休み児童水泳教室

シルバー人材センター
夏休み子供教室

【ナースカムバック支援セミナー 講義研修】

※ 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。

人程度

日（火）
茨城県ナースセンター

０２９ ２
- ２１ ７
- ０２１

10

神栖市／白十字看護専門学校［対象］離職してブランクのある未就業の看護職（有資格者）で、就職

３０００円（医材料費）［その他］無料託児あり※要予約。［申込期限］７月

【カシマスポーツセンター開催教室の時間変更】次の教室の開催時間を７月から変更します。
［教室名］
骨盤調整ストレッチ
カシマスポーツセンター事務局
83-1600
／はじめてのエアロ［開催日］水曜日［時間］13:30 ～ 14:30

８月１日
（水）～７日
（火）
のうち 日間

＜①マグカップづくり陶芸教室＞
多くの大人が子育てに関わることは、
子どもの成長にとって大切なことです。
７ 月27日（ 金 ）10:00 ～
祖父母世代も巻き込んで、上手に手を借
［開講期間］①第１期＝７月25日（水） 12:00
りながら子育てを楽しむコツを伝えます。
～ 27日
（金）②第２期＝８月１日（水）
総合福祉センター陶芸室
７月24日（火）10:30 ～ 12:00
～３日（金）③第３期＝８月８日（水）
700円
30
保健センター
～ 10日（金）
＜②クラフトペーパー手芸教室＞
［講師］
（有）モーハウス
［開講時間］①②14:00 ～ 16:00（受付
８月７日（火）10:00 ～ 12:00
代表取締役
光畑 由佳さん
13:30 ～ 13:50）③18:00 ～ 20:00（受付
いきいきサロンひまわり
（宮中1-4-13）
［募集人員］
30人
（先着）
17:30 ～ 17:50）
300円
500円
［募集人員］①②いずれも小学生20人
高松緑地温水プール
※無料託児あり（要事前申し込み）。
（先着順）
［対象］市内の小学１～３年
NPO法人ファーストペンギン
［持ち物］①②いずれも手拭き・飲み物
生で水泳が苦手な児童＝①
090-8763-4624
ネットワーク
②各60人③40人
（先着順）
（公社）鹿嶋市シルバー人材セン
※ 複数期の参加はできません。
ター
83-5577
子ども環境スクール
［内容］顔つけからバタ足の指導
求職者支援訓練受講者 基礎コース
夏 鹿島神宮草木探検隊
1,200円（ 保 険 代 含 む ）※ キ ャ ン セ
初めてのビジネスパソコン基礎科
ル後の払い戻しは行いません。
７月28日（土）9:00 ～ 10:30※雨天
時は室内学習を行います。
７月20日（金）までに、在籍する小 ［訓練番号］4-30-08-01-00-0011
学校から配布された申込用紙に必要事
８月20日
（月）～ 10月19日
（金）9:30 ［集合場所］鹿島神宮大鳥居前
項を記入し、参加費を添えて下記に申
～ 16:00
［募集人数］親子15組
（大人だけでも可）
し込み。
［服装と持ち物］長袖、長ズボン、帽子、
キャリアスクール
ピュアメイト（鉢形）
タオル、飲み物、筆記用具
NPO法人かしまスポーツクラブ（高
5
［募集人員］
15人
［申込期限］
７月22日（日）
松緑地温水プール） 85-1158
6,655 円
（テキスト代）
須藤さん 090-6509-0159
鹿嶋市文化財愛護協会
７月30日(月)までに、管轄のハロー
移動研修
ワークで求職申込・職業相談をし、下
７月27日
（金）
9:00 ～ 16:30
（集合8:45） 記に申込書を提出して申し込み。
平成30年度鹿島地方事務組合
まちづくり市民センター（中央公 ［提出期限］７月 31日(火)※消印有効。
消防本部消防職員採用試験
民館）第４駐車場
(株)ピュアメイト 山口さん・横山
［内容］市バスで市内名所・旧跡巡り
［受験資格］①高校卒＝平成９年４月２日
さん
84-0700
｛百庚申塚・鹿島神宮一之鳥居（北・東・
～同13年４月１日生 ②短大卒＝平成７年
鹿島産業技術専門学院
ぐ う け
10
西）・鹿島郡家跡（国史跡）ほか｝
４月２日～同11年４月１日生 ③大学卒＝
スキルアップセミナー
［募集人員］30人（先着順）
平成５年４月２日～同９年４月１日生※い
＜第二種電気工事士受験対策
（筆記）
講座Ｂ＞
ずれも平成31年３月卒業見込みを含む。
1,000円
（会員500円）※昼食は持参
してください。
８月26日(日)、９月２日(日)・９日 ［募集人員］消防吏員８人程度
す な み
(日) 9:00 ～ 16:00
［試験日･内容］第１次＝９月16日（日）
角南さん
090-4706-8732
［内容］第二種電気工事士（筆記）受験
学科試験､適性検査､小論文
消費生活への関心を高めよう
対策、練習問題解説
［申込期間］７月10日
（火）～８月13
夏休み親子生活教室
［募集人員］10人（抽選）
日(月) 17:00 ※申込書は７月２日
（月）
［応募期間］７月２日(月) ～ 25日(水)
９:00から下記で配布。
①８月１日（水）10:30 ～ 12:30
②13:30 ～15:30③２日
（木）10:00 ～12:00 （必着）
鹿島地方事務組合消防本部消防課
＜建築CAD（Jw_cad）
基礎講座＞
水戸市／水戸合同庁舎
97-3614
［内容］講話「お金は大切に使おう」の
９月３日(月)・４日(火)・６日(木)・
資格取得で就職へのステップを
ほか、①②LEDオリジナルランプをつ
10日(月)・11日(火)18:00 ～ 21:00
自己推薦入学試験
くろう（対象＝小学３～６年生）、③ス ［使用予定ソフト］Jw_cad（Windows）
ナック菓子について調べてみよう（対 ［内容］基本的な建築図面の作成実習
＜平成31年入学プラント保守科（２年課程）＞
象＝小学１～３年生）
（平面図、立面図、外観パース）
［対象］高等学校などを卒業した方（平
［募集人員］いずれも親子20組40人
（先着） ［募集人員］15人（抽選）
成31年３月卒業見込みを含む）
［持ち物］筆記用具、飲み物、①②は ［応募期間］７月９日(月) ～８月１日 ［出願期間］７月９日
（月）
～８月20日
（月）
ハサミ
(水)（必着）
［試験日］８月24日（金）
７月３日（火）～ 13日（金）に、電
いずれも2,980円
（テキスト代含む） ＜オープンキャンパス開催＞
話で下記に申し込み。
茨城県立鹿島産業技術専門学院
７月24日（火）、８月22日
（水）
茨城県消費生活センター 相談試験
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171
http://business2.plala.
or.jp/kasigise/
課
029-224-4722
69-1171

し・

の・

平成30年度 茨城県立盲学校
地域巡回教育相談会

［実施期間］７月23日(月) ～８月31日(金)
の平日※８月18日(土)に限り休日開催。
視覚に障がいのある方の見えにくさ ［見学時間］午前の部10:30 ～ 12:00、
午後の部14:30 ～ 16:00｛８月18日（土）
を補うための補助具
（レンズや拡大読
書器など）の展示や相談会を行います。 は午前の部10:00 ～ 12:00、午後の部
13:30 ～ 15:30｝
お子さんや保護者だけでなく、大人や
関係機関からの参加もお受けします。 ［募集人員］小学生以上各回30人｛８月
18日（土）は各回70人}
入学を前提としない相談会です。お気
※中学生以下は保護者同伴のこと。
軽にご参加ください。
７月24日
（火）11:00 ～ 15:00※要予約 ［募集開始日］７月２日（月）
市役所３階301・302会議室
新日鐵住金（株）鹿島製鐵所 広報
茨城県立盲学校 視覚障害教育
係
90-3616
支援センター
029-221-3388
鹿島セントラルモール
http://www.ibaraki-sb.ibk.ed.jp/
フリーマーケットと七夕祭

参加者同士で情報交換
ボランティア交流会

７月25日（水）10:00 ～ 12:00
総合福祉センター 集会室
［内容］鹿嶋語り部の会・鹿嶋ふるさ
とガイド 五喜田敏子さんによる「鹿
嶋流おもてなしについて～鹿嶋の魅力
を伝える力を身につける～」
７月20日（金）までに、電話または
ファックス（「ボランティア交流会参加
希望」と題し、①氏名②住所③電話番
号を記入）で下記に申し込み。
鹿嶋市ボランティアセンター
82-2621
83-0242

第44回MORIフォトクラブ
写真展

日ごろの成果を発表します
第13回鹿嶋篆刻同好会展

日（土） 時～

５
- ００７

※詳しくはお問い合わせください。
自衛官
候補生

受付

年間を通じて
受付

一般曹候補生

報

７月24日
（ 火 ）～ 29日
（日）9:00 ～
17:00（初日13:00 ～、最終日～ 16:00）
まちづくり市民センター（中央公
民館）ギャラリー室
三田村さん
66-6062
自衛隊茨城地方協力本部
0299-52-1366
百里分駐所
募集課募集班 029-231-3315

７月15日（日）9:00 ～ 10:30（集合
８:45）※雨天時は16日
（月・祝）に順延。
［集合場所］まちづくり市民センター
（中央公民館）第４駐車場
［コース］カシマサッカースタジアム往復
［持ち物］ごみ袋（小）１枚、筆記用具、
飲み物、帽子
［募集人数］小学生以上の人＝15人（小
学生は保護者同伴）
７月12日（木）までに、下記に電話
で申し込み。
野の花クラブ 麻生さん
82-2554

大野潮騒はまなす公園
個展とフリーマーケット
いんせんどう

＜殷占堂個展＞
７月14日（土）～ 22日
（日）9:00 ～
16:30（土・日曜日、祝日は～ 17:00）
はまなす公園ギャラリー
［テーマ］中国の伝統工芸「切り絵・木
ししゅう
版画・刺繍・本」
＜フリーマーケット＞
７月15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（2mx2m）500円、車両出店
1,000円
はまなす公園事務室
69-4411

目指せ！ ITのプロフェッショナル
県立IT短大オープンキャンパス2018
７月28日（土）・8月４日（土）9:30
～ 12:00、８月24日（金）9:30 ～ 15:30
水戸市／茨城県立産業技術短期大学校
［対象］ITに関心のある高校生とその保
護者
前日までに、下記に電話またはホー
ムページから申し込み。
茨城県立産業技術短期大学校
029-269-5500
http://www.ibaraki-it.ac.jp

航空学生
海

上

７月１日（日）～９月７日（金）(締切日必着)

航

空

高松緑地温水プール
夏季プール監視員募集

［勤務時間］７月15日（日）～８月31日
平成31年４月１日 平成31年４月１日 （金）の火～日曜日9:00 ～ 17:30（祝日
採用月の１日現在、 平成31年４月１日現在、
以外の月曜日休館）
現在、18歳以上 現在、18歳以上
18歳以上27歳未満 18歳以上27歳未満
21歳未満
23歳未満
［対象］高校生以上（面接あり）
［内容］プールの監視業務
１次＝９月21日(金) ～ １次＝９月17日（月･祝）
［時給］800円（１日につき交通費100円
（日）
のうち指定す ２次＝10月15日（月）～ 21日（日）
７月29日（日） 23日
支給）
（木）～ 12
８月５日（日） る１日、２次＝10月12 ３次＝[海上]11月22日
高松緑地温水プール（担当 佐々木
（土）
（金）～ 17日
（水）
の 月19日（水）、[航空]11月17日
※９月は未定 日
～ 12月20日（木）
うち指定する１日
さん） 85-1158

対象
試験日

時［相談電話番号］０１２０ ６
- １０ ６
- ９６

平成30年度自衛官募集

情・

外来種・在来種調査を行います
ごみウォーク＆雑草観察会

鹿島製鐵所
個人工場見学会の開催

［開催日］いずれも７月７日（土）
＜フリーマーケット＞
［開催時間］9:00 ～ 15:00※雨天中止。
鹿島セントラルモール北側広場
＜七夕祭＞
［開催時間］13:00 ～ 15:00
鹿島セントラルモールそ う
［内容］ 邦楽JOYによる筝・尺八・ギ
ター・チェロの演奏
［その他］７月１日（日）～７日（土）に
同所にある短冊に願いごとを書くこと
ができます。
カシマ・インフォメーション・サ
ロン
92-3557（毎週土曜日休館）

７月

茨城青年司法書士協議会

【全国一斉労働トラブル１１０番】労働トラブルなどに関する電話相談を、司法書士が無料でお受けします。

［相談内容］労働相談全般（セクハラ・パワハラ・不当な雇い止め・過重労働など）、借金・住居問題など

ら・

７月３日（火）～８日（日）10:00 ～
14 16:00（最終日～ 15:00）
まちづくり市民センター（中央公
民館）市民ギャラリー
10
森さん
090-3913-8024
17

77

暮・

【本場の水餃子で日中友好交流】中国伝統のおいしい水餃子づくりを学びませんか。
浜津賀342-1
1,000円
（材料費など）
趙さん
080-4099-6986

11 ～ 12:00

７月７日（土）
・14日（土）10:00

