理解を深め、飼育方法を学ぶ
ニホンミツバチ講演会
９月29日（土）13:00 ～ 15:30（開場
12:40）
潮来市／水郷県民の森ビジターセン
ター会議室
[講師]東北福祉大学助教 藤原愛弓さん
[募集人員]60人
（予約不要・定員を超
えた場合は立席）
かしまミツバチプロジェクト事務局
84-7258

茨城県難病団体連絡協議会
難病フェスタ2018
10月６日(土)12:30 ～ 16:00
東海村／総合福祉センター「絆」多
目的ホール
［内容］講演「難病患者の災害時の心
得」、患者体験発表、医療相談など
茨城県難病団体連絡協議会
029-244-4535

10月 ４ 日 ～ 12月20日 の 木 曜 日（ 全
10回 ）１ 部 ＝10:00 ～ 11:00、２ 部 ＝
11:00 ～ 12:00
鹿嶋勤労文化会館 リハーサル室
[対象]高校生以上の方＝20人（先着）
3,000円
（会員2,000円）
高松緑地温水プール
85-1158

ANAK15周年記念フォーラム
「親がかわれば 子供もかわる」

スキルアップセミナー「第二種電気
工事士受験対策（技能）講座Ｂ」

茨城県芸術祭吹奏楽コンサート・
10月７日
（日）10:00 ～ 16:00
第22回市民バンドフェスティバル （受付9:30 ～）
県内の市民吹奏楽バン
ドが一同に集い、さまざ
まな楽曲を演奏するコン
サートです。
11月25日
（日）13:30 ～（開場13:00）
鹿嶋勤労文化会館
500円（全席自由・未就学児無料）
コンサートに関する問い合わせ＝鹿
島吹奏楽団事務局 清水さん
0907240-9607、チケットに関する問い合わ
83-5911
せ＝鹿嶋勤労文化会館

雪国の遊びを体験
ウィンターチャレンジ2018
平成31年１月４日（金）～６日（日）
福島県／会津高原高畑スキー場
[対象]市内の小学校に在籍する5 ～ 6
年生＝30人※応募多数の場合は抽選。
29,000円（宿泊費、交通費、スキー
用品レンタル料、保険料含む）
10月14日
（日）
までに、下記の配布場
所にある申込書に記入の上、カシマス
ポーツセンターに直接持参して申込み。
[申込書の配布場所]カシマスポーツセン
ター、高松緑地公園管理事務所、鹿嶋勤
労文化会館、スポーツ推進課
（
「かしまス
ポーツナビ
http://www.cs-kashima.
jp/sponavi/からもダウンロード可）
NPO法人鹿嶋市体育協会（カシマス
ポーツセンター内） 83-1600
※月曜休館。

第3期
温水プール教室
いずれも 5,000 円
（会員 3,000 円）
※入場料別。
［募集開始］９月 15 日（土）
（いずれも先着順）

高松緑地温水プール
85-1158

体のゆがみを改善
バランスボール教室

神栖市／平泉コミュニティセンター
[内容]映画
「まっ白の闇」鑑賞、パネル
ディスカッション、アトラクションなど
薬物依存症を抱える家族の会
090-3215-7850

かしま環境ネットワーク
エコ教室

11月４日(日)・11日(日)・18日(日)
9:00 ～ 16:00
［内容］第二種電気工事士（技能）受験
対策、練習問題解説
[持ち物]試験で使う工具など
［募集人員］10人（抽選）
2,980円
（テキスト代含む）
［応募期間］９月18日(火) ～ 10月10日
(水)（必着）
県立鹿島産業技術専門学院
69-1171
http://business2.plala.
or.jp/kasigise/

９月30日(日)13:30 ～ 16:00
東京2020オリンピック
まちづくり市民センター (中央公民
館) ２階エコ広場
[内容]風呂敷の使い方、環境かるた、
県では、2020 年開催の東京オリン
ゴミの分別など（入退室自由）
ピックで「おもてなし」活動をする、茨
[持ち物]持っている方は風呂敷、バン
城県都市ボランティアを募集します。
ダナ、ハンカチ
応募条件や申込方法など、詳しくは
かしま環境ネットワーク 麻生さん
下記にお問い合わせください。一緒に
82-2554
大会を盛り上げましょう。

都市ボランティア募集

第２期かしま博物館フォーラム ［募集人員］700 人程度
歴史遺産の活用と観光資源の再構築 ［活動場所］茨城カシマスタジアム周

10月６日（土）13:30 ～（申込不要）
鹿嶋勤労文化会館
[講演テーマ]①鹿嶋の三大文化人②観
光と博物館
[講師]①鹿嶋市文化財保護審議会長
鹿野貞一さん②明治大学文学部教授
矢嶋國雄さん
鹿嶋の歴史を語る会 森下さん
090-3472-0027
教室名
ひまわり教室（水中運動）

辺、鹿島神宮駅周辺など
［活動内容］交通案内、観光案内など
［募集期間］
９月18日
（火）
～12月10日
（月）
※茨城カシマスタジアムで観客サービス、
競技運営サポートなどを行う「大会ボ
ランティア」とは異なります。

県オリンピック・パラリンピック課
029-301-2117
「東京 2020 茨城県関連情報」で検索
日 時

10 月 18 日～ 12 月 20 日の木曜日
10:00 ～ 11:00（全 10 回）

対象
募集人員
15 歳以上
20 人

10 月 18 日～ 12 月 20 日の木曜日
あめんぼ教室Ａ
（クロール中心）
11:00 ～ 12:00（全 10 回）

15 歳以上

９月 28 日～ 12 月 21 日の金曜日
（クロール中心）
あめんぼ教室Ｂ
19:00 ～ 20:00（全 10 回）

小学生以上

イルカ水泳教室（一人ひとりの 10 月 12 日～平成 31 年１月 25 日の

小・中学生

技術に合わせた段階別指導）

金曜日 18:00 ～ 19:00（全 10 回）
鹿嶋市役所

10 人
10 人
10 人

82-2911（代表） 10

【法務局休日相談所】
月７日 日( ) 時～ 時
（受付は 時 分まで） 水戸市／水戸地方法務局６階［相談内容］土地の境界争い、登記、相続・贈与、戸籍、いじめ・ＤＶなど、法務局
「未来につなぐ相続登記」
講演会も同時開催します。（いずれも無料・要予約）
水戸地方法務局総務課庶務係
０２９ ２
が取り扱う業務全般および相続税について ※
- ２７ ９
- ９１１

※ 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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《 鹿嶋市内交通事故件数 １０８件、死者数

【納期限のお知らせ】納期限…

暮・

ら・

第６回東京都市圏パーソントリップ
調査にご協力を

人（９月６日現在）※平成
年１月１日からの累計 》

月１日（月）固定資産税第３期、国民健康保険税第３期、後期高齢者医療保険料第３期

県では、９～ 12月にかけて、10年
に一度の大規模調査「東京都市圏パー
ソントリップ調査」を実施します。
この調査は、将来のまちづくりや交
通計画などを政策に反映するための基
10
礎資料を得ることを目的としています。
無作為に抽出した世帯を調査対象と
し、調査票を送付します。本調査への
ご協力をお願いします。
1 [内容]「どのような人が」
「どのような時
間帯に」
「どのような目的で」
「どのよう
な交通手段で」
「どこからどこへ」
移動し
たかなど、人の平日１日の動きの調査
県都市計画課
029-301-4588
「茨城県都市計画課」で検索

30

だれ

誰にでも起こる可能性があります
ご存知ですか？高次脳機能障害
高次脳機能障害は、頭を強くぶつけ
たり、脳卒中などの病気で脳に受けた
ダメージが原因で発症する後遺症で
す。下記のような症状が見られたら、一
人で悩まず、お気軽にご相談ください。
[主な症状]①新しいことが覚えられなく
なる②気が散りやすく作業を続けられ
ない③段取りよく仕事ができなくなる
④ささいなことで怒ったりイライラする
茨城県高次脳機能障害支援センター
029-887-2605 「 茨 城 県 高 次 脳 機
能障害支援センター」で検索

※納税には便利な口座振替制度をご利用ください。

詳しくはお問い合わせください
国民年金基金
国民年金基金は国民年金
（老齢基礎年
金）
に上乗せする公的な年金制度です。
[特徴]①終身年金が基本②年金額が確定し
ており、掛金額も一定③税制上の優遇あり
（掛金は全額社会保険料控除に、受け取る
年金は公的年金等控除の対象になります。
）
茨城県国民年金基金
029-225-4797
0120-65-4192
http://www.ibakikin.or.jp/

し・

の・

養護老人ホーム鹿行潮来荘
民営化に伴う建設運営法人の公募
養護老人ホーム鹿行潮来荘（潮来市）
を民営化するにあたり、新たに養護老
人ホームの建設・運営を希望する社会
福祉法人を公募します。詳しくは下記
ホームページをご覧ください。
[対象]現在、鹿行地域内で社会福祉事
業を運営している社会福祉法人
[申込期間]11月１日（木）～ 30日
（金）
鹿行広域事務組合養護老人ホーム鹿
行潮来荘 67-5640
http://rokkou-kouiki.jp/wp/

かしま灘楽習塾市民講師を募集
説明会を開催します

情・

報

鹿嶋市農業公社
正職員採用試験
[受験資格]平成元年４月２日～平成５年４
月１日までに生まれ、大型自動車１種免
許および農業用大型特殊免許を有し、機
械整備に関する知識、経験を有する方。
[募集人員] １人
[試験日]10月20日
（土）
[試験内容]面接試験、実技試験
（トラク
ター・大型自動車の運転操作、機械整備）
[申込期間] ９月18日（火）～ 28日
（金）
(一財)鹿嶋市農業公社 83-5611
※土・日曜日、祝日を除く。

結婚50周年を祝して
平成30年度鹿嶋市金婚祝賀会

かしま灘楽習塾は生涯学習における ［対象］昭和43年４月１日～ 44年３月
市民活動の場です。あなたの得意な分
31日に結婚した夫婦
野を、多くの方に教えてみませんか。
11月15日(木)11:00 ～ 12:30（受付
[活動内容]教養・手作り作品・音楽・ 10:00 ～ ) ※受付後、写真撮影あり。
運動などのさまざまな講座で、１年を
新仲家（宮中１丁目）
通して月１～２回ずつ教えていきます。
１組5,000円
（記念写真代を含む）
［説明会日時］10月11日（木）
・13日
（土）
10月12日(金)までに、はがき、ファッ
いずれも13:30 ～
クス、Ｅメール
（①住所②行政区③夫婦
［申込期限］10月10日（水）
の氏名・ふりがな・生年月日④結婚年
月日⑤電話番号を記入）または下記に
かしま灘楽習塾事務局{まちづ
直接申し込み。
くり市民センター（中央公民館）
内}
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
85-2601(９:00 ～ 16:00、月曜休館）
〒314-0012 鹿嶋市平井1350-45
白十字看護専門学校
82-2621
83-0242
看護学生募集
k-shakyo@sopia.or.jp
［募集人員］40人
ミニ博物館ココシカ
［修業年限］３年
（全日制）
催しのお知らせ
［出願期間］①社会人＝10月１日(月)
～ 12日(金) ② 一 般 Ⅰ ＝12月25日(火)
＜第21回ココシカつれづれ草＞
～平成31年１月11日（金）③一般Ⅱ＝
[テーマ]日本神話～剣のお話～
２月４日（月）～ 15日（金）
９月29日
（土）13:30 ～ 15:30
［入学試験］①10月20日
（土）②平成31
＜企画展
「絵はがきにみる水郷の風景」
＞
年１月19日(土)③２月23日
（土）
[開催期間]10月14日
（日）
まで
［試験科目］① 一般教養、小論文、面接
ミニ博物館ココシカ 94-8161
②③国語(現代文)、英語Ⅰ、数学Ⅰ、面接
大野潮騒はまなす公園
白十字看護専門学校
92-3891

ハロウィンフェスティバル
出演・出店者募集

ミニコンサートとYPC展

収納課

＜ミニコンサート（大正琴、オカリナ、
フラダンス）＞
会場ステージでパフォーマンスを披
９ 月29日
（ 土 ）13:00 ～ 15:00※ 雨
第９回 鹿島神宮奉納
露する方や、ハンドメイド雑貨の販売
天時は30日
（日）
に順延。
日本古武道交流演武大会
または体験ブースの出店者を募集しま
大野潮騒はまなす公園野外ステージ
全国から古武道 34 流派が集まり、
す。詳しくはお問い合わせください。
＜YPC展（読売写真クラブ写真展）＞
演武を披露します。
［開催日時］10月28日(日)9:00 ～ 15:00
10月２日
（火）～14日
（日）9:00 ～ 16:30
10 月７日（日）９:45 ～
（初日は12:00 ～、最終日は～ 15:00）
鹿島セントラルモール屋内外
鹿島神宮社殿前
[申込期限]10月10日
（水）
大野潮騒はまなす公園ギャラリー
特設演武場
カシマ・インフォメーション・サロン
大野潮騒はまなす公園事務室
（公財）日本武道館振興課
92-3557(9:00 ～ 17:00、土曜休館）
69-4411
03-3216-5134
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【ワンランク上の家計管理術】
「見える化」
で家計改善しませんか。

11月28日(水)10:00 ～ 12:30［持ち物］
筆記用具、電卓、

毎月の支出が分かるもの［募集人員］20人
（先着・託児あり※要予約）

行方市／レイクエコー

73-2300

73-3925

