８月９日(木)10:00 ～ 12:00
［講師］認知症ケア研究所 松岡佳美さん
［対象］市内在住の方＝30人程度
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

統括防火管理者の資格を取得
甲種防火管理再講習会

10月３日(水)9:40 ～ 16:10、
４日(木)
9:00 ～ 14:30（全２回）
神栖市中央公民館
4,700円
（テキスト代）
［募集人員］180人(先着)
８ 月27日(月) ～ 31日(金)に、 鹿 嶋
消防署または大野消防署にある所定の
申込書で、同署に申し込み。
鹿島地方事務組合消防本部 予防課
97-3609

地域発の音楽イベントを開催しま
す。夏の思い出を共有しませんか。
８月12日（日）12:00 ～ 19:00
平井海水浴場
[内容] DJやアコースティックバンドに
よる演奏、キッズダンスショーなど
無料（駐車料金は別途必要）
楽文化振興会 内野さん
77-8411
「アラレフル」で検索

水郷県民の森
昆虫観察会
８月18日(土)10:00 ～
[集合場所]潮来市／水郷県民の森ビジ
ターセンター前
［服装など］長そで・長ズボンを着用
し、飲み物を持参すること。
水郷県民の森管理事務所
64-6420
64-2085

ミニ博物館ココシカ
あの日の記憶「特攻機桜花」
特攻機
「桜花」
に関する展示を行います。
８月１日（水）～ 19日（日）
ミニ博物館ココシカ
94-8161

母子家庭同士で楽しい交流を
親子すこやか宿泊研修事業
10月13日
（土）14:00 ～ 14日
（日）13:00
大洗町／県立児童センターこども
の城（現地集合・現地解散）
[対象]母子家庭の母と年長児～中学２年
生の子＝80人
（定員を超えた場合は、各
市町村母子会長の推薦する世帯を優先）
１世帯500円
[申込期限] ８月24日（金）
茨城県母子寡婦福祉連合会
029-221-8497

本当に緊急ですか？
救急車は適正に利用してください
救急車はけがや急病などで緊急に病
院に搬送しなければならない傷病者の
ためのものです。
緊急性がなく救急車を要請すると、
本当に救急車を必要とする事故や急病
などが発生した時、遠くの救急車が出
動することになり、到着が遅れ、救え
る命が救えなくなる恐れがあります。
緊急性がなく自分で病院に行ける場合
は、救急車ではなく、家族の運転する自
家用車や交通機関を利用してください。
消防本部 救急救助課
97-3615
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①８月26日(日)10:00 ～ 12:00 ②９
月23日(日・ 祝) ９:30 ～ 14:30（ 集 合
時間はいずれも30分前）※小雨決行。
［集合場所］①大福寺駐車場、②まちづく
霞ケ浦環境科学センター
り市民センター（中央公民館）
第４駐車場
夏まつり2018
［コース］①大福寺、今宮神社など約
７㎞、②鹿嶋神の道ルート３（神向寺、
７月16日
（月・祝）
〜９月１日
（土）
の
「霞ヶ
東一之鳥居など）約12㎞
浦水質浄化強調月間」
に併せて開催します。
［対象］小学生以上＝各50人（先着）
８月25日（土）10:00 ～ 15:30
①500円（ 買 物 券 付 き ）②1,000円
土浦市／霞ケ浦環境科学センター
（特製弁当、完歩特典付き）
［内容］実験・体験・工作などの各種体
験教室、環境保全団体などの出展、研
①８月24日(金)、②９月19日(水)ま
でに、電話・はがき・ファックス（氏名・ 究室一般公開など
年齢・住所・電話番号を記入）で申し ［その他］当日はセンター駐車場が大変
込むか、下記に来店して直接申し込み。 混雑します。公共交通機関や臨時駐車
場の利用にご協力ください。
鹿嶋神の道運営事務局
（鹿嶋人ギャラ
リー内）
77-8878（10:00 ～ 16:00、
霞ケ浦環境科学センター 環境活動
木曜日定休）
推進課
029-828-0961

69-1696

茨城県職業能力開発協会 技能検定課

鹿嶋の魅力を知ろう！
まち歩きツアー

第１回平井海岸音楽イベント
「アラレフル」

[テーマ]太平洋戦争73年の透視図～語
り尽くせない沖縄・東京・広島・長崎
の悲しみ～
８月15日(水)13:00 ～
鹿嶋勤労文化会館 リハーサル室
さ か き
鹿嶋物語を語る会 賢木さん

３級受検者は実技試験の一部減免措置あり

甲種防火管理者
資格取得講習会

＜六人展＞
８月４日（土）10:00 ～ 17:00、５
日（日）9:00 ～ 16:00
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
たこ
［内容］粘土細工、凧、切り絵、オルゴ
ナイト、手作り雑貨の展示
＜ギャラリー作品展「写真の部」＞
８ 月10日（ 金 ）〜26日（ 日 ）9:00 ～
16:30※月曜日を除く。
＜フリーマーケット＞
毎月第３日曜日に開催しています。
８月19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
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

鹿島発
「朗読劇」
メモリアルデー No.XI
太平洋戦争73年の透視図

歳未満の２

９月５日(水)13:30 ～ 16:00
神栖市／鹿島地方事務組合消防本
部３階会議室
［募集人員］50人（先着）
3,100円
８月６日
（月）～ 10日
（金）
に、鹿嶋
消防署または大野消防署にある所定の
申込書で、同署に申し込み。
鹿島地方事務組合消防本部 予防課
97-3609

大野潮騒はまなす公園
展示・作品展・フリーマーケット

２万１０００円
（実技１万７９００円、学科３１００円）
※

認知症施策事業講演
「認知症ケアについて」

鹿嶋市役所

82-2911（代表） 10

〜
【平成 年度技能検定
（後期）
】実施職種や受検資格、申請手続きなど、詳しくはお問い合わせください。［受付期間］ 月１日
（月）～ 日
（金）
※土・日・祝日除く。［受検案内配布］
９月３日
（月）

※ 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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【８月は個人事業税第１期の納期です】
［納期限］ 月

納税には便利な口座振替制度をご利用ください。

暮・

ら・

温かな雰囲気を子どもたちに
あなたも里親になりませんか
県では、親の病気や虐待などで生ま
れた家庭で暮らせない子どもが、温か
な家庭的雰囲気で生活できるように里
親制度を積極的に推進しています。
里親に関心がある方は、下記にご連
絡ください。
茨城県福祉相談センター（中央児
童相談所） 029-221-4150

し・

の・

食事療法や運動について学ぼう
鹿島病院 糖尿病教室
８月25日(土)13:30 ～ 14:30
［内容］
「糖尿病の食事療法〜糖質につ
いて学ぼう〜」、
「見直してみよう 座っ
てできる運動」
[申込期限] ８月24日（金）
（公財）鹿島病院
82-1271

障がいってなんだろう？
夏休みふくし講座

０
- ４８３

日（金）…個人事業税は県内で事業を営んでいる個人の方に、前年中の所得金額に対して課税される税金です。

行方県税事務所課税第一課

体験などを通して障がいについて
学ぶほか、障がい者スポーツ（卓球バ
ふくしまつり
レー）も行います。
みんなのひろば2018出店者募集
8
８月21日（火）10:00 ～ 12:30
カシマスポーツセン
10月27日（土）・28日（日）のいずれ
31
か１日、9:30 ～ 15:30（7:30 ～準備可） ター サブアリーナ
県立カシマサッカースタジアム周辺 ［募集人員］市内在住・在
校の方＝30人（先着）
／みんなのひろば会場
[申込期限] ８月17日（金）
[対象]福祉に関わる団体や施設など
※応募者多数の場合は抽選。
鹿嶋市ボランティアセンター
使用する備品によって費用が変わ
82-2621
83-0242
ります。お問い合わせください。
いざという時のために
８月17日（金）までに、下記に電話
応急手当上級救命講習会
で申し込み。
72
９月１日(土) 8:30 ～ 17:30
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
神栖市／鹿島地方事務組合消防本
82-2621
部 ３階会議室
そせい
大野囲碁クラブ
［内容］心肺蘇生法、AEDの使用方法など
大野囲碁大会参加者募集
［募集人員］鹿嶋市･神栖市在住または
在勤で、18歳以上65歳未満の方＝20
８月26日（日）9:15 ～ 16:00
人程度（先着）
大野ふれあいセンター
［持ち物］
印鑑、筆記用具、昼食
大野囲碁クラブ 谷口さん
［申込期間］８月２日(木) ～８日(水)
090-3204-2065
※土・日曜日除く。
第3回はまなす公園ギャラリー
鹿島地方事務組合消防本部 救急
作品展「手芸の部」作品募集
救助課
97-3613
[申込期間] ８月１日
（水）～ 31日
（金）
厚生労働省茨城労働局委託事業
[出展数] １人２点以内
施設清掃スタッフ講習
[展示期間] ９月15日（土）～ 24日（月・
祝）9:00 ～ 16:30（最終日～ 15:00）
９月18日
（火）
～ 20日
（木）
[展示場所]大野潮騒はまなす公園ギャ
10:00 ～16:30
ラリー
行方市／レイクエコー
［内容］施設の基礎知識や施設内清掃の
大野潮騒はまなす公園事務室
知識と技能を習得し、施設内業務での
69-4411
就業を目指す
[対象]①シルバー人材センター会員ま
たは満60歳以上で、シルバー人材セン
平成30年度
ターの会員となり就業できる方②全日
第１種フグ取扱者講習会
程参加可能な方
［募集人員］10人
（選考あり）
９月１日(土) 9:00 ～ 16:00
水戸市／中川学園調理技術専門学校
無料
（交通費、昼食代は自己負担）
９月４日
（火）
までに、下記にある所定
14,040円
［申込受付］８月２日(木)・３日(金)
の申込書を記入して同所に申し込み。
（公社）
鹿嶋市シルバー人材センター
潮来食品衛生協会事務局
83-5577（9:00 ～ 17:00）
66-4805
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専門のスタッフと学ぼう
小山記念病院 糖尿病教室
医師・看護師・薬剤師と一緒に糖尿
病について学んでみませんか。
８月25日
（土）13:30～15:30（受付13:00）
小山記念病院 2階会議室
小山記念病院 栄養管理室
85-1122

鹿行精神保健・医療・福祉
ネットワーク機構研修会
精神障がいのある方たちへの支援に
携わる関係機関のネットワーク構築の
一環として、研修会を実施します。
講師は、自らも発達障害をもつ漫画
ば っ か
家の沖田×華さん（代表作「透明なゆり
かご」）です。
８月30日(木)14:00～15:15
（受付13:30～）
鹿嶋勤労文化会館 大ホール
［テーマ］
「 トリプル発達障害・やらか
し漫画家がゆく！」
［対象］精神障がい者支援に携わる方、
教育機関、公的機関、一般の方（一般
の方は申込不要）
[申込期限] ８月23日（木）
（公財）鹿島病院
82-1727
82-6538

DVD視聴・しつけ相談など
犬の飼い方講座
８月18日（土）14:00 ～ 16:00
まちづくり市民センター（中央公民館）
２階 かしま環境ネットワーク・エコ広場
［募集人員］20人（犬の同伴不可）
［申込期限] ８月15日（水）
犬猫を捨てない街を
つくる会 麻生さん
82-2554

平成30年度 鹿嶋市地域
創業セミナー＆スクール
＜創業セミナー＞
９月６日(木)19:00 ～ 21:00
［内容］ゼロからのスタートや先代か
ら継承するための知識や経験がない方
の「元気・やる気企業（起業）」を発掘
［募集人員］50人
＜創業スクール＞
９月11日(火)、18日(火)、21日(金)、
25日(火)18:30 ～ 21:30(全４回)
［内容］ 経営戦略、マーケティング、
ビジネスプラン作成
3,000円
［募集人員］30人
いずれも鹿嶋市商工会館
鹿嶋市商工会
82-1919

