９月４日(火) ～ 11月９日(金)の毎
週火･金曜日18:15 ～ 20:45(全20回)
鹿嶋市商工会館
［募集人員］40人(先着)
17,000円(教材費含む) ※学割あり。
鹿嶋市商工会
82-1919

茨城県医師会と茨城県獣医師会
による市民公開講座
９月９日（日）10:30 ～ 12:00
つくば市／つくば国際会議場
［テーマ］
最近の動物由来感染症につい
て（ダニが媒介する感染症）
［その他］駐車券を発行しますので、南
２・３・４駐車場を利用してください。
茨城県獣医師会 029-241-6242

厚生労働省茨城労働局 委託事業
フォークリフト講習

第２期かしま博物館フォーラム
歴史遺産の活用と観光資源の再構築

資格取得でステップアップ
鹿島産業技術学院学生募集

（２年課
８月25日（土）13:30 ～（申込不要） [募集科など]①プラント保守科
程）
＝高等学校卒業者
（卒業見込み含む）
、
鹿嶋勤労文化会館
②生産CAD科（１年課程）＝17歳以上お
[講演テーマ]①鹿嶋の文化財②まちづ
おむね45歳以下
くりと歴史遺産の活用
９月３日
（月）～ 21日
（金）
[講師]①日本考古学協会員 糸川崇さん ［出願期間］
［試験日］９月28日（金）
②高崎商科大学教授 熊倉浩靖さん
［その他］
８月22日
（水）
にオープンキャン
鹿嶋の歴史を語る会 森下さん
パスを開催します。
090-3472-0027
茨城県立鹿島産業技術専門学院
69-1171

初心者歓迎します
鹿島書道同好会

オカリナ・リコーダーの演奏会に
出演してみませんか

毎月第１・３水曜日10:00 ～ 12:00
鹿島公民館（まちづくりセンター）
研修室
げんぎょく
[講師]中井言玉さん
月額2,020円
（手本代）
田崎さん
090-4530-1301
吉田さん
090-5527-6154

12月15日
（土）18:00 ～ 20:30
※演奏時間は１グループ５～７分程度
鹿嶋勤労文化会館
１グループ5,000円～
※人数により変わります。
[申込期限] ９月30日（日）
NPO法人かしまコンツェルト協会
エートス
080-4420-8104

9月27日(木) ～ 10月10日(水)（ 土・
日曜日を除く６日間）
第43回鹿嶋短歌大会
鹿嶋勤労文化会館、鹿島港湾福祉セ
作品募集
ンター内フォークリフト訓練所
（神栖市）
打ち上げ数約10000発！
[対象]県内在住の普通自動車運転免許 ［大会日時］11月24日
（土）10:00 ～ 15:00
第40回開催記念
所有者で、下記の①・②両方を満たす
鹿嶋市商工会館
鹿嶋市花火大会
方＝10人（①55歳以上で雇用形態によ
[講師]玉ゆら 秋山佐和子先生
る就職を希望する②ハローワークに求
2,500円
（当日）
関東一の尺玉 108 連発や湖上からの
職登録している）
[申込期間] ８月24日
（金）～９月27日
（木） 水中スターマインをお楽しみください。
はがき（①未発表の作品１首②住所
無 料（ 交 通 費、 昼 食
８月 25 日（土）19:30 開始
代は自己負担）
③氏名④電話番号⑤年齢を記入）で下
※荒天時は 26 日（日）に順延。
[申込期限] ９月11日(火)
記に申し込み。
大船津北浦湖上
日建学院水戸校
〒314-0025 鹿嶋市下塙1232-3
鹿嶋市観光協会
82-7730
粟屋トクさん
029-305-5433
029-241-5128
82-5327

相談名

※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

９月12日(水)

13:30 ～ 15:30 市役所２階 会議室201

弁護士による
福祉法律相談★

９月19日(水)

14:00 ～ 17:00

年金相談 ★

９月13日（木）

10:00 ～ 14:30 鹿嶋市商工会館

水戸南年金事務所 029-227-3253
※１カ月前から予約可。

児童相談 ★

９月11日（火）

10:00 ～ 15:00 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

こころの健康相談 ★

９月３日（月）

13:30 ～

９月26日（水）

① 10:00 ～
② 13:30 ～

【茨城県八士会無料相談会】 ９月２日
（日）
９:30 ～ 15:00
税務・社会保険・不動産などの問題に、専門家が応じます。

市民相談室（市民活動支援課内）

（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
まちづくり市民センター
82-2621 ※９月６日（木）から
(中央公民館) ３階 学習室１
予約受付、先着７人。

保健センター

保健センター
82-6218
※前日12時までに予約。

水戸市／茨城県産業会館 大会議室［内容］
法律・司法・行政・
日本公認会計士協会東京会茨城県会

029-297-8270

15
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０２９‐２４３‐７０１０

行政相談

お酒に関する悩み
何でも相談 ★
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（一社）
茨城県身体障害者福祉協議会

各 種 相 談

種支援制度や機関をご案内します。［相談日時］
毎週月～金曜日 時～ 時
（祝日・年末年始除く）※結婚相談は要予約。

日商簿記検定３級受験指導
簿記教室

【身体障がい者のための結婚相談・各種相談】
［結婚相談］
面談の上、会員登録をした方に交流会
（集いの場）
の開催をご案内します。［各種相談］
就労をはじめ、生活全般に係る相談について、各

※ 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。

《 鹿嶋市内交通事故件数
件、死者数

91

人（８月５日現在）※平成

1

年１月１日からの累計 》

30
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第２期シニアプールメイトと
ノルディックウォーキング
国民年金保険料
「後納制度」
は
９月で終了します

KHJひきこもり家族会
発足講演会

過去５年以内に納め忘れた国民年金
保険料を納付することができる
「後納制
度」
は、平成27年10月から平成30年９月
までの３年間に限り実施されています。
後納制度を利用するには、申し込み
が必要です。詳しくは下記にお問い合
わせください。
年金加入者ダイヤル
0570-003-004
水戸南年金事務所
029-227-3278

８月25日（土）13:00 ～ 17:00
鉾田市／旭公民館 講堂
[内容]ジャーナリスト 池上正樹さんに
よる講演など
[募集人員]250人（事前予約不要）
本人と家族＝無料、支援者と一般
＝1,000円
ひきこもり・不登校／つながり・考え
る鹿行の会 小林さん
080-3277-2002

市指定史跡
「林城」
ホームページが完成しました

第１回あかね会＆歌仲間
チャリティーカラオケ発表会

林城保存協力隊は、同隊が保全整備
を行っている市指定史跡
「林城」
のホー
ムページを、市教育委員会・茨城大学
中世史研究会の指導・支援のもと立ち
上げました。今後さらに鹿島氏・林氏
の年表なども追加掲載していきます。
下記のとおり検索して、ぜひご覧く
ださい。
また、同隊は会員も募集しています。
お気軽にお問い合わせください。
林城保存協力隊 丸山さん
090-7180-1457
「鹿嶋市林城保存協力隊」で検索

チャリティー募金と主催者からの寄
付金は、大野ふれあいセンターホール
の車いす用昇降機設置費用として寄付
します。
９月２日（日）９:30 ～（受付9:00 ～）
鹿嶋勤労文化会館 ホール
あかね会 平川さん
090-8309-7526

平成30年度 共創のまちづくり事業

「語りかけ」
「読み聞かせ」が
親子の強い信頼関係を結ぶ
〜出産・子育て指導の現場と
脳科学から観えてきたものは～
「語りかけ」
「読み聞かせ」
が脳や心に与
える影響をわかりやすくお伝えします。

全国パーキンソン病友の会茨城支部
患者・家族のミニ交流会
病気の悩み、薬、介護などについて
語り合ってみませんか。
９月８日（土）13:30 ～ 15:30
鹿嶋勤労文化会館 研修室２ａ
９月１日（土）までに、下記に電話
で申し込み。
ほ っ ち
発知さん
69-9350

鹿島セントラルモール
フリーマーケット

９月８日(土)、10月28日
（日）
８月26日（日）10:30 ～ 12:00
9:00 ～ 15:00 ※雨天中止。
保健センター
鹿島セントラルモール北側広場
［募集人員］30人
（先着）
［募集区画］いずれも70区画（先着）
500円
１ 区 画(2ｍ ×2m)＝500円 ※ 最 大
［講師］NPO法人ファーストペンギン ３区画まで。
ネットワーク代表 宇野則子さん
カシマ・インフォメーション・
NPO法人ファーストペンギン
サロン(9:00 ～ 17:00、土曜日休館）
090-8763-4624
ネットワーク

92-3557

応募要件や費用、持ち物など詳しく
は、下記にお問い合わせください。
＜シニアプールメイト
（クロール中心）
＞
９月４日(火) ～ 12月４日（火）の毎
週火・金曜日11:00 ～ 12:30（全27回）
高松緑地温水プール
［ 対象］25m泳げない60歳以上の方で、
健康診断書を提出できる方＝20人
（先着）
＜ノルディックウォーキング＞
９月17日(月・祝)10:00 ～ 12:00
(受付9:30 ～ 9:45）
高松緑地公園ウォーキン
グコースと緑地周辺
（約５km）
［対象］高校生以上＝50人（先着）
［申込期限］９月９日（日）
かしまスポーツクラブ
85-1158

スポーツボウリング
無料体験スクール
９月５日
（水）
①10:15 ～ 11:45②18:30
～ 20:00、６ 日
（ 木 ）③10:15 ～ 11:45④
18:30 ～ 20:00
鹿島ボウル
[その他]60歳以上の方や障がい者手帳を
お持ちの方に、健康促進のためのスポー
ツボウリングを推奨する活動も行ってい
ます。詳しくはお問い合わせください。
鹿行スポーツボウリング推進協
議会(鹿島ボウル内） 84-6767

現地見学も実施します
鹿島港貿易実務セミナー
９月19日
（水）～ 21日（金）9:30 ～
16:30（最終日のみ～ 18:30）
神栖市／鹿島セントラルホテル
[対象]鹿島港近辺で貿易に携わってい
る方、これから貿易ビジネスを始める
方＝20人（先着）
[内容]貿易取引の基礎、
輸出入の実務、
ロー
ルプレイ、鹿島港・東京港見学ツアーなど
5,000円
（テキスト代・昼食代など）
鹿島港振興協会事務局
92-5551

広告
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【おわびと訂正】本紙８月１日号11ページ「鹿行精神保健・医療・福祉ネットワーク機構研修会」の記事で、問い合わ
せ電話番号に誤りがありました。正しくは

82-1271でした。お詫びして訂正いたします。

広報推進課

