書道作品を展示
第42回玉羊展･第37回玉羊学生展

一緒にご飯を食べましょう
子ども食堂「わかばカフェ」

元気いばらき就職面接会
～県内の約20社が参加～

【ＪＩＣＡボランティア体験談＆説明会】開発途上国において、さまざまな職種で活動するＪＩＣＡボランティアの制度や内容についての説明のほか、経験者が体験談をお話しします。
月 日（日） 時 分～ ※入退場自由・予約不要。
つくば市／ＪＩＣＡ筑波 ０２９‐８３８‐１１１７

※ 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。

10

広 告

14
皆でおしゃべりしながら、手作りの
10月23日(火)13:30 ～ 15:30
10月11日(木) ～ 14日（日）10:00 ～
18:00 (最終日は16:00まで)
鹿嶋勤労文化会館 ※事前予約不要。 おいしいご飯を食べましょう。ひとり
13
でも、友だちと来ても大歓迎です。
※学生展も併催（最終日は15:30まで）
。 ［対象］若年者･離職者などの仕事を探
［対象］小・中学生、高校生
している方（学生は除く）
鹿嶋勤労文化会館 ２階（学生展は
30
［持ち物］面接を希望する数の履歴書
１階スクエアギャラリー）
10月22日
（月）15:00 ～ 19:00
タ ー メ ル
いばらき就職支援センター鹿行地
Cafe TAMER（大野中学校向かい）
玉羊会 中井言玉さん
82-6164
［注意事項］①小中学生は、事前に下記
区センター
0291-34-2061
菊まつりと笠間焼に親しむ
に連絡が必要です。②下校してから来
地域交流事業「高齢者の集い」
鹿嶋の海岸を守る会
場してください。
鹿嶋の海岸 定期清掃
［その他］
「わかばカフェ」は、地域の子
11月２日（金）
どもたちを地域で見守り、育てること
［内容］笠間稲荷神社の菊まつり見学、
毎月第３日曜日に開催しています。
を目指しています。皆さんからの寄付
笠間工芸の丘で笠間焼絵付け体験ほか
10月21日
（日）※雨天中止。
や食材の提供、ボランティアのご協力
［乗降場所］
鹿嶋市役所、大野ふれあいセ ［場所と時間］小山海岸＝８:00 ～、荒
をお待ちしています。
ンター※集合時間は返信はがきで通知。
井海岸＝９:00 ～
［対象］
鹿嶋・神栖市内在住で65歳以上
鹿嶋市食育クラブわかば 日向寺
笹沼さん 090-8042-1708
の方＝80人※応募者多数の場合は抽選。
さん 090-4592-8455
2,000円
（ 見 学・ 体 験 料、 昼 食 代、
面談と電話で相談できます
バス代など）※当日支払い。
皆さんのご協力をお願いします
行政書士による相談会
10月15日
（月）
までに、往復はがき
（
「高
平成30年度赤い羽根共同募金
遺言、相続、各種許認可手続きなど
齢者の集い申し込み」
と題し、①住所②
の相談に、行政書士がお答えします。
氏名・ふりがな③年齢④性別⑤電話番号
10月から赤い羽根共同募金運動が始
⑥乗降場所を記入）
で下記に申し込み。
まります。皆さんからの募金は、子ど
①10月14日(日)②10月26日(金)
も、障がいのある方、高齢者などの支
いずれも13:00 ～ 16:00
〒314-0144 神栖市大野原4-7-11
援に役立てられます。
鹿島セントラルホテル新館１階
①ショッピングセンターチェリオ
カシマ・インフォメーション・サロン ［期間］10月１日(月) ～ 12月31日(月)
ジーコ広場脇②大野ふれあいセンター
会議室Ａ・Ｂ
92-3557（9:00 ～ 17:00、土曜休館） ［募金方法］①行政区、自治会活動を
通じて②募金箱設置③チェリオ、イオ
＜電話による相談＞
講演会「日本文学が語る
ン鹿嶋店での街頭募金活動
10月の毎週木曜日13:00 ～ 17:00
これからの日本人のストーリー」
［相談電話番号］029-305-3731
(社福)鹿嶋市社会福祉協議会
11月11日(日)13:30 ～ 15:00（ 開 場
茨城県行政書士会 鹿行支部事務局
82-2621
12:30 ～）
82-8153
個別的労使紛争のあっせんに係る
行方市／レイクエコー
事業主の皆さん
無料労働相談会
［講師］日本文学研究者 ロバート キャ
退職金の悩み解決しませんか
ンベルさん
解雇、労働条件の引き下げなど労働
［申込開始］10月３日（水）9:00 ～
関係のトラブルの悩みについて、県労
中退共は、中小企業で働く従業員の
［その他］託児あり。※要事前予約。
働委員会の委員が相談に応じます。
ための国の退職金制度です。国の掛金
助成を受けられ、掛金は全額非課税。
レイクエコー
73-2300
①10月13日
（ 土 ）13:00 ～ 15:30②
18日
（木）
17:00 ～ 19:00③11月15日
（木） また、社外積立なので管理も簡単です。
学生の皆さんへ
パートタイマーの方や家族従業員の加
17:00 ～ 19:00（いずれも要事前予約）
大好きいばらき就職面接会
入も可能です。
①水戸市／いばらき就職・生活総
詳しくはホームページをご覧ください。
合支援センター ②③水戸市／県労働
県内企業を集めて開催します。申込
委員会事務局 ※②③は電話相談も可。
方法など詳しくは、ホームページをご
(独)勤労者退職金共済機構 中小企業
確認ください（事前申込不要）。
退職金共済事業本部
03-6907-1234
県労働委員会事務局
［対象］平成31年3月大学院・大学・短大・
「中退共」で検索
029-301-5563
高専・専修学校卒業予定者および既卒
おおむ
未就職者（概ね卒業後３年以内）
履歴書を複数枚
①10月23日
（火）②30日（火）いずれ
お持ちください。
も10:30 ～ 12:30、14:00 ～ 16:00
①水戸市／ホテルレイクビュー水
戸②土浦市／ホテルマロウド筑波
［参加予定企業数］①200社②134社
県労働政策課
029-301-3645
「 大 好 き い ば ら き 就 職 面 接 会（ 後
期）」で検索
【植物観察会】

10月20日(土)10:00 ～

潮来市／水郷県民の森ビジターセンター

［内容］園内を散策しながら植物を観察します。

水郷県民の森管理事務所

64-6233

10

日（金）まで

28

茨城労働局 雇用環境・均等室
０２９‐２７７‐８２９５

【ハラスメント対応特別相談窓口】職場におけるセクハラ、パワハラ、妊娠、出産、育児・介護休業などに関するハラスメントに関する特別相談窓口を開設しています。

労働者の方だけでなく、企業の方も利用可能です。［開設期間］ 月
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親子での参加も歓迎します
第２期吹矢教室

情・

報

市民が創る野外音楽フェス
波フェス2018

公共職業訓練 パソコン簿記
会計科 受講生募集

吹矢は、ゲーム感覚で取り組めるス
10月14日(日)10:00 ～ 17:00
ポーツです。腹式・胸式呼吸を使い、 ※荒天中止。
腹筋強化なども期待できます。
再就職のための簿記、ワード、エク
神栖市／豊ヶ浜運動公園
セルの基礎を習得し、日商簿記３級と
10月10日・17日・31日のいずれも ［内容］野外音楽ライブ、飲食・物販ブー
パソコン試験
（MOS）の合格を目指しま
ス、ワークショップなど
水曜日10:00 ～ 12:00（全３回）
す（鹿島産業技術専門学院委託）。
波フェス事務局
info@nami-fes.com
まちづくり市民センター 体育館
600円
（ 会 員300円 ）、 小・ 中 学 生
12月３日（月）～平成31年２月28日
https://nami-fes.com/
150円
（木）9:00 ～ 16:00
鹿嶋の魅力を知ろう！
アイテックパソコンスクール神栖校 ［募集開始］10月2日(火）～ ※参加者
まち歩きツアー
が５人以上で開催します。
［募集人員］20人
9,288円
（テキスト代）
①10月21日(日)、 ②11月25日 (日)
かしまスポーツクラブ事務局
［申込期限］11月１日（木）※前日まで
い ず れ も10:00 ～ 12:00（ 集 合 ９:30）
82-9042
にハローワークで職業相談を行った上
※小雨決行。
ウェルポート鹿嶋の郷
で、下記に申込願書の提出が必要です。
[集合場所]①鹿嶋市役所駐車場 ②津賀
平成30年度 認知症施策事業
城址公園駐車場
アイテックパソコンスクール神
[コ ー ス]① 平 光 寺、 粟 生 城 跡 ほ か ７
①10月18日(木)②23日(火)いずれも
栖校 77-8370
km、②津賀城址、近津神社ほか７㎞
10:00 ～ 12:00
安全な野菜を育てるための
[対象]小学生以上の健康な方＝各50人
［内容・募集人員］①グループホーム
簡単楽ラク土づくり実技講座 見学会＝10人、②人間関係講座インス （先着）
トラクター 安のり子さんによる講座
①②いずれも500円（買物券付き）
10月６日
（土）10:00 ～
「こころの健康づくり」＝30人 ※１日
大野ふれあいセンター 会議室B
① は10月19日(金)、 ② は11月23日
のみの参加も可。
［持ち物］
軍手、飲み物、タオル
(金・祝)までに、電話・はがき・ ファッ
クス（氏名・年齢・住所・電話番号を
ウェルポート鹿嶋の郷
NPO法人 福祉楽農園
69-6331
記入）で申し込むか、下記に来店して
90-3123
職場復帰を目指しませんか
直接申し込み。
キッチンから考えるくらしと家計
歯科衛生士復職支援講習会
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人ギャ
家事と家計の講習会
11月15日
（木）10:00 ～ 12:00
ラリー内）
77-8878（10:00 ～
16:00、木曜定休）
宮津台／ひろ歯科クリニック
10月25日
（木）10:00 ～ 11:30（受付
［対象］鹿行地区で復職を考えている未
9:30 ～）
大野潮騒はまなす公園
就業の歯科衛生士＝10人（先着）
鹿島公民館
（まちづくりセンター）
公園散策とフリーマーケット
［内容］実習および講義、質疑応答など
調理室
（希望者には就職相談にも応じます。） ［テーマ］キッチンから考えるくらしと
＜公園散策と施設見学＞
［申込期限］11月７日（水）
家計
10月７日（日）9:00 ～
12:00※小雨決行。
300円
（資料代）
茨城県歯科医師会 根本さん
大野潮騒はまなす公
潮来友の会 小沢さん 69-1801
029-252-2561
園
http://work.ibasikai.or.jp/
［内容］公園内史跡散策、付属施設内見
鹿行地区
学（展望塔・プラネタリウム・資料館）
平成30年度 茨城県立
ストーマ講習会
300円（小・中学生200円、４歳以上
鹿島特別支援学校の学校公開
〜未就学児100円）※小学3年生以下は
10月14日
（日）10:00〜15:00（受付
ろく
保護者同伴のこと。
＜鹿よう祭（文化祭）＞
9:30 ～）
［持ち物］飲み物、筆記用具
まちづくり市民センター（中央公
11月10日
（土）９:15 ～ 14:30
民館）
［内容］ステージ発表、イベント広場
10月６日（土）までに、電話または
[内容] ①講演「ストーマケアおよび日
＜授業公開＞
ファックス（①氏名②年齢③電話番号
常生活の注意点ほか」②参加者による
を記入）で下記に申し込み。
11月28日
（水）９:15 ～ 12:00
懇談会および装具の展示・説明など
＜フリーマーケット＞
［テーマ］～年間を通した安全教育（防
ひ ふ はいせつ
［講師］鹿島労災病院皮膚排泄ケア認定
毎月第３日曜日に開催しています。
災）の推進～※テーマに関する授業や
普段の授業を行います。
看護師 大塚宏子さん
10月21日
（日）9:30 ～ 15:00※雨天
中止。
11月２日（金）までに、ファックス
1,000円
（昼食代ほか）
大野潮騒はまなす公園展望塔前広場
10月10日（水）までに、電話または （①参加希望日②氏名③性別④電話番
号⑤所属団体名または学校名を記入）
ファックスで下記に申し込み。
１区画
（２m×２m）500円、車両出
で下記に申し込み。
店 1,000円
（公社）日本オストミー協会茨城県
大野潮騒はまなす公園事務室
県立鹿島特別支援学校 教務主任
支部 宮下さん
090-6510-9619
さいねん
83-7610
西念さん
69-4411
77-9533
82-7700
84-1576
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【県立鹿島産業技術専門学院オープンキャンパス】 10月28日
（日）10:00 ～ 11:00［内容］①学院概要説明②施設見学
［その他］平成31年４月入学生も募集しています。

県立鹿島産業技術専門学院

69-1171

69-6455

