第３回鹿島神宮
「奉納よさこい」

水郷県民の森
12月イベントのお知らせ
＜野鳥観察会＞
12月15日(土)10:00 ～ 12:00
＜キャンドルづくり教室（要予約）＞
12月15日(土)10:00 ～
500円（材料費）
＜門松づくり教室(要予約)＞
12月23日(日)10:00 ～
2,500円
（材料費）
[集合場所]いずれも水郷県民の森ビジ
ターセンター
※持ち物など詳しくは、下記にお問い
合わせください。
水郷県民の森管理事務所
64-6420

12月16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（２ｍ×２ｍ）＝500円、車
両出店＝1,000円
※毎月第３日曜日に開催しています
が、平成31年１月は鹿嶋市駅伝大会の
ため、開催しません。
大野潮騒はまなす公園事務室
69-4411

（公財）鹿島病院 認知症疾患
医療センター主催 講演会
12月26日(水)14:00 ～ 16:00
(受付13:30 ～ )
鹿嶋勤労文化会館 ホール
［内容］専門の医師による講話「災害時
の認知症支援とDPAT活動について」、
ディスカッション
［対象］認知症高齢者に関わる方、関心
のある方（一般の方は申込不要）。
［申込期限］12月14日（金）
（公財）鹿島病院認知症疾患医療
センター事務局
82-1271

月

鹿島発
「朗読劇」
メモリアルデ―No.XII
として、茨城県史をひもとき、語り尽
くせない県民の苦しみを読み語ります。
12月８日
（土）13:30 ～（開場13:00 ～）
まちづくり市民センター（中央公民
館）会議室301
さ か き
鹿嶋物語を語る会 賢木さん
69-1696

大野潮騒はまなす公園
フリーマーケット出店者募集

日（月）～

平和への思いを語り継ぐ「読み語りの会」
「太平洋戦争茨城県73年の透視図」

つ

＜吊るし飾り・手まり展、大年賀状展＞
12月1日
（土）～平成31年1月10日
（木）
ミニ博物館ココシカ
94-8161

タンスに眠っている風呂敷を活用し 31
てみませんか。
1
併せて、本の表紙などを使用した携
21
帯置台作りも行います。
31
12月15日（土）13:30 ～ 16:00
※申込不要・入退室自由。
まちづくり市民センター 2階エコ広 2
場
[持ち物]風呂敷（持っている人）、バン 15
ダナ、ハンカチなど
かしま環境ネット
ワーク 麻生さん
82-2554
月

12月8日（土）10:00 ～
福祉楽農園（津賀1714-36）
[持ち物]おわん、タオル
NPO法人かたつむり工房 69-6331

ミニ博物館ココシカ
展示のお知らせ

エコ教室
風呂敷の使い方講座

年

当コンクールに応募された、鹿嶋市
市 内 外 か ら13チ ー ム
と行方市の小中学校（波野小・中野東
が 参 加 し、 よ さ こ い 演
小・鹿島中・鹿野中・行方市立北浦中） 武の奉納を行います。
の皆さんの作品80点を展示します。
12月９日（日）第１部＝10:00 ～、第
２部＝12:00 ～※小雨決行、荒天中止。
12月7日（金）～ 9日（日）
ショッピングセンターチェリオ2階
第１部＝鹿島神宮大鳥居前～楼門
通路
（パレード形式）、第２部＝拝殿前（ス
テージ）
鹿島海上保安署 92-2601
そ う る
颯流 篠﨑さん 090-9391-7545

障がいのある方とその家族の
焼きいも・いも煮会

出[願期間 平]成

第19回未来に残そう青い海
海上保安庁図画コンクール

【鹿島産業技術専門学院 平成 年４月入学生募集】 出願資格 プラント保守科（ 年課程）＝高等学校卒業者（見込み含む）、生産ＣＡＤ科（１年課程）＝ 歳～概ね 歳の方
[
]
‐１１７１
日（金） 試[験日 ２
] 月 日（金） そ[の他 １
] 月 日（日）にオープンキャンパスを開催します。 県立鹿島産業技術専門学院

※ 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。

厚生労働省 茨城労働局委託事業
高齢者の就業支援講習

22

[対象]シルバー人材センター会員また
は満60歳以上で同センターの会員とな
り就業できる方のうち、全日程参加可
能な方＝各講習10人（※選考あり）
2
＜介護施設清掃スタッフ講習＞
平成31年１月16日
（水）～ 18日（金）
10:00 ～ 16:30
27
シルバー人材センター
[内容]介護の基礎知識
習得と、施設内清掃の
知識と技能を身に着
け、介護施設での就業
を目指す。
＜店舗業務補助スタッフ講習＞
平成31年1月23日（水）～ 25日（金）
10:00 ～ 16:00
鹿嶋勤労文化会館
[内容]スーパーなど流通分野に関する
基礎知識や接遇を学び、店舗補助業務
での就業を目指す。
[申込期限]いずれも12月28日
（金）
下記にある所定の申込書に記入して
同所に申し込み。
（公社）鹿嶋市シルバー人材センター
83-5577
17

おおむ

45

69

広告

鹿嶋市役所

82-2911（代表）

6

暮・

ら・

みんなでささえあう あったかい
地域づくり「歳末たすけあい募金」
こ の 募 金 は、75歳 以
上の ひ と り 暮 ら し 高 齢
者 の 皆 さ ん に、 歳 末 見
舞品として贈られます。
皆さんのご協力をお願いします。
［期間］12月３日（月）～ 21日（金）
［受付窓口］
（社福）
鹿嶋市社会福祉協議
会事務局、市生活福祉課、大野出張所
（社福）鹿嶋市社会福祉協議会
82-2621

国税庁ホームページから
自宅で確定申告ができます
国税庁ホームページ「確定申告書等
作成コーナー」を利用すると、自宅な
どで確定申告書が作成できます。e-Tax
で送信するか、書面に印刷して送付の
いずれかで提出してください。
また、
「ID・パスワード方式の届出完
了通知」をお持ちの方は、平成31年1月
から「確定申告書等作成コーナー」で確
定申告書を作成する際、IDとパスワー
ドを入力すればe-Taxで申告すること
ができます。ぜひご利用ください。
国税庁ホームページ
http://www.
nta.go.jp/

し・

の・

長年培った知識を地域に活かそう
元気シニアバンクに登録しませんか
県では、豊富な知識、経験、技能な
どを持つ高齢者がさまざまな地域活動
で活躍できるよう、元気シニアバンク
を開設しています。
同バンクに登録していただいた方
は、｢茨城シニアマスター ｣として県
内のさまざまな団体などの依頼に応じ
て活動していただきます。
詳しくはお問い合わせください。
（社福）茨城県社会福祉協議会 茨城
わくわくセンター 029-243-8989

自動車の所有者や住所の変更時は
登録変更の手続きを忘れずに
自動車税は、毎年４月１日現在の登
録上の所有者（割賦販売の場合は使用
者）に課税される税金です。
自動車を譲渡したり、住所を変更し
た場合は、運輸支局で登録変更手続き
が必要ですので、お心当たりの方は至
急手続きをしてください。
手続きをしない場合、名義人に納税
義務が発生し続けることになります。
滞納となった場合は処分の対象になり
ますのでご注意ください。
登録変更について＝茨城運輸支局
050-5540-2017、自動車税について
＝行方県税事務所収税課 72-0482

みんなで築こう 人権の世紀
12月4日～ 10日「第70回人権週間」

北朝鮮当局による人権侵害問題に
対する認識を深めましょう

昭和23年
（1948年）12月10日に国連
総会で世界人権宣言が採択されたこ
とを記念し、毎年12月10日は
「人権デー
（Human Rights Day）
」
と定められています。
法務省と全国人権擁護委員連合会で
は、12月4日～ 10日を「人権週間」とし
て各種の人権啓発活動を行います。
人権週間にあたり、人権は、自分と
同じように他の人にもあることの理解
を深め、お互いに相手の立場を考え、
豊かな人間関係をつくりましょう。
水戸地方法務局人権擁護課
029-227-9919

北朝鮮当局による人権侵害問題に関
する国民の認識を深めるとともに、国
際社会と連携しつつ北朝鮮当局による
人権侵害問題の実態を解明し、その抑
止を図ることを目的として、平成18年
６月に「拉致問題その他北朝鮮当局に
よる人権侵害問題への対処に関する法
律」が施行されました。これにより国
および地方公共団体の責務などが定め
られるとともに、毎年12月10日～ 16
日を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と
することとされています。
鹿嶋警察署
82-0110

情・

報

次世代の子どもたちのために
相続登記はお済みですか
不動産の相続登記をせずに放置して
おくと、その間にさらに相続が発生し
て権利関係が複雑となり、後にさまざ
まなトラブルが起こることがあります。
この機会に、次世代の子どもたちの
ために相続登記をしませんか。詳しく
はお問い合わせください。
水戸地方法務局鹿嶋支局 83-6000
茨城司法書士会 029-225-0111
茨城土地家屋調査士会 029-259-7400

旭中央病院附属看護専門学校
看護学生募集
［募集人員］①一次募集＝10 ～ 20人②
二次募集＝若干名
［受験資格］高等学校卒業（平成31年３
月卒業見込み含む）または同等以上の
資格を有する方
［ 出 願 期 間 ］①12月18日(火) ～ 平 成31
年１月11日（金）必着②平成31年１月
23日(水) ～２月６日(水) 必着
［入学試験］①平成31年１月18日(金)・
19日(土)②２月15日(金)･16日(土)
［試験科目］国語{国語総合(古文・漢文
除く)・現代文}、コミュニケーション
英語Ⅰ、数学Ⅰ、面接(筆記試験合格者)
旭中央病院附属看護専門学校
0479-63-8111(内線7702、7703)

エートスフエ
オカリコ笛スタ2018
全国のオカリナ、リコーダー奏者が
演奏を繰り広げます。
12月15日(土)18:00 ～ (17:00開場)
鹿嶋勤労文化会館
しょうじ ようこう
へ ん ぼ
［ゲスト］
小路陽光さん(オカリナ)、辺保
陽一さん(リコーダー )
1,000円 (当日は500円増)
NPO法人 かしまコンツェルト協会
エートス事務局
080-4420-8104

広 告

広 告
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【放送大学 平成31年４月入学生募集】心理学・福祉・経済・文学・情報など約300の授業科目があり、１科目から学べます。
［出願期限］
第１回＝平成31年２月28日
（木）
、第２回＝３月17日
（日）

放送大学茨城学習センター

029-228-0683

