水郷県民の森
エコたわし作り教室と野鳥観察会

講演後には個別相談会や患者交流会
を行います。
３月23日（土）13:30 ～ 16:30（受付
13:00 ～）
神栖市／平泉コミュニティセンター
［演題］炎症性腸疾患の治療法と薬
［講師］東京医科大学茨城医療センター
消化器内科准教授 岩本淳一先生
いばらきUCD CLUB 吉川さん
090-3805-3250

14
82-0789
広報推進課
kouhou1@city.ibarakikashima.lg.jp

第２回 橋めぐりウォーク
３月17日
（日）９:30 ～ 12:00
（受付９:00 ～）※雨天中止。

［集合］市役所駐車場
［主催］鹿嶋市スポーツ推進委員連絡
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協議会
［コース］
市役所→ショッピングセンター
チェリオ→はるうち橋→下塙橋→宮中大
橋→神野橋→みそのう橋→市役所
200円（保険料ほか）
３月８日
（金）15:00までに、電話ま
たはファックス
（①氏名②住所③電話
番号④年齢を記入）
で下記に申し込み。

※相談はすべて無料(★は要予約）。
日程

時間

スポーツ推進課

場所

83-7894

問い合わせ･申し込み

13:30 ～ 15:30 大野ふれあいセンター

市民相談室（市民活動支援課内）

福祉心配ごと相談

２月20日(水)

13:30 ～ 15:30

年金相談 ★

３月14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。

10:00 ～ 15:00 市役所１階相談室１

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

まちづくり市民センター （社福）鹿嶋市社会福祉協議会
(中央公民館) ３階 学習室１
82-2621

児童相談 ★

３月12日（火）

こころの健康相談 ★

３月11日（月）

13:30 ～

お酒に関する悩み
何でも相談 ★

２月27日（水）
３月27日（水）

① 10:00 ～
② 13:30 ～

弁護士による
福祉法律相談

３月の
「弁護士による福祉法律相談」
は、都合により中止と （社福）鹿嶋市社会福祉協議会
なりました。
82-2621

保健センター

保健センター
82-6218
※前日12時までに予約。

【精神保健家族の集い】毎月第３火曜日に、こころの病を抱える方の家族どうしが集まり、情報交換や悩みの相談など
を行っています
（予約不要）
。

３月19日
（火）
９:30 ～ 12:00

保健センター

82-6218

10

‐１１７１

３月13日(水)

69

歳以下

行政相談

17

おおむ

相談名

潰瘍性大腸炎、クローン病など
炎症性腸疾患 医療講演会

［申込方法］掲載を希望する号の１カ
月前までに、原稿をファックス、Ｅ
メールまたは直接窓口に提出。

歳以上 概 ね

各 種 相 談

３月７日（木）
10:00 ～ 12:00
［ 講 師 ］NPO法 人
認知症ケア研究所
高橋克佳さん
［対象］市内在住の方＝30人程度
ウェルポート鹿嶋の郷
90-3123

日（日）、３月３日（日） 県立鹿島産業技術専門学院

３月16日（土）10:00 ～
＜エコたわし作り教室＞
水郷県民の森ビジターセンター内
［定員］20組（要予約）
800円（材料費含む）
＜野鳥観察会＞
［集合］水郷県民の森ビジターセンター
前集合
水郷県民の森管理事務所
64-6420

認知症施策事業講演
「認知症ケアについて」

日（木） オ[ープンキャンパス ２
]月

本場ヨーロピアンスタイルのノル
ディックウォーキングを体験してみま
せんか。
３ 月16日(土)10:00 ～ 12:30 (受 付
９:30 ～ )
［集合場所］鹿島城山公園
［内容］ウォーキング講習
［募集人員］30人（先着）
1,000円(ノルディックポールレン
タル料、保険料など)
(公財)鹿嶋市文化スポーツ振興事
業団(鹿嶋勤労文化会館) 83-5911

「広報かしま」に毎
18
号掲載している「暮ら
しの情報」コーナー
（本ページ）は、４月
１日から毎回１日号
のみとなります。
多くの市民団体の皆さんの記事が
掲載できるよう、年度中に初めて掲
載する市民団体の記事を優先します。
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、直接お問い合わせください。
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年度学生募集】
［出願資格］プラント保守科（２年課程）＝高校卒業者（見込み含む）、生産ＣＡＤ科（１年課程）＝

第15回ノルディック
ウォーキング体験会

段階別指導でサポートします。
３月１日～ 29日の毎週金曜日18:00
～ 19:00（全５回）
2,500円
（会員1,500円）
※入場料別途。
［対象］小・中学生＝10人（先着）
高松緑地温水プール 85-1158

日（月）～３月８日（金） 試[験日 ３
]月

３月５日(火)〜17日(日)10:00 ～ 16:00
※初日は12:00から、最終日は15:00まで。
小山／ギャラリーやまさん※月曜
休館。
す み や
角谷さん
080-6507-0643

温水プール教室第４期
イルカ水泳教室

「暮らしの情報」
コーナーは
毎月１日号のみとなります

【平成

アトリ絵Ｍ教室作品展
「春の情景とさくら」

［出願期間］２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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【納期限のお知らせ】２月
日（木）
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暮・

ら・

自動車税減免申請の
出張窓口を開設します

し・

の・

国民健康保険税第８期、後期高齢者医療保険料第８期、介護保険料第６期
･･･

鹿島地方事務組合消防本部
3月3日（日）代表電話の不通について

報

第23回
ココシカつれづれ草

公設鹿島地方卸売市場
出店者（関連事業者）募集

県では、身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者
手帳の交付を受けている方本人または
生計を一つにする家族が所有し、障が
いのある人のために使用する自動車に
ついては、自動車税を減免する制度を
設けています。
下記の日程で、この減免制度の申請
を受け付ける出張窓口を開設します。
２月20日（水）、3月６日（水）いずれ
も10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
鹿嶋市役所１階 相談室１
行方県税事務所収税課 72-0482

情・

［住所］神栖市居切660-3
［面積］１店舗66㎡（関連事業店舗）
※内訳＝関連事業者店舗面積36㎡、冷
蔵庫など置場30㎡。
［使用料］54,000円／月（税抜）※光熱
水費は実費負担。
［保証金］50万円
公設鹿島地方卸売市場管理事務所
92-1355 92-1434

みずほ農場教育財団
給付型奨学金奨学生募集
ひとり親家庭の学生・
生徒を対象とした給付型
奨学金です。
手続きや給付額・募集
人員など詳しくはお問い
合わせください。
（一財）みずほ農場教育財団
0295-52-3240
http://www.mizuho-ef.or.jp

３月３日（日）13:30〜14:30
[テーマ]紙芝居風「古事記」神世のお話
［内容］イワレビコ尊やタケミカヅチ大
神の活躍を描いた紙芝居の完成披露
ミニ博物館ココシカ 94-8161

ピアノ演奏体験
スタインウェイを弾いてみよう
日ごろコンサートなどに使われてい
るピアノを弾いてみませんか。
３月21日(木・祝)10:00 ～ 17:00
（１人50分以内）
鹿嶋勤労文化会館ホール
［対象］市内在住･在勤･在学でピアノ
経験のある方。15歳以下の方は保護者
同伴。
（先着順）
1,000円(当日支払い)
鹿嶋勤労文化会館
83-5911

庁舎の電話設備交換工事に伴い、下
記の日時は代表電話番号（ 96-0119）
が不通となります。
鹿島セントラルモール
不通の間に御用の方は、 96-2830
フリーマーケット
をご利用ください。
[不通日時] ３月３日（日）9:00 ～ 10:00
３ 月17日(日)9:00 ～ 15:00 ※ 雨 天
県立水戸南高等学校
のうち約30分間※火災や救急などの緊
中止。
平成31年度 通信制生徒募集
急連絡先である局番なし 119は利用
鹿島セントラルモール北側広場
可能です。
願書を交付しています。
［募集区画］いずれも70区画（先着）
［受付期間］一般入学＝３月13日（水）
鹿島地方事務組合消防本部
１区画(2ｍ×2m)＝500円 ※最大３
～ 26日（火）、編入・転入学＝３月６
区画まで
96-0119
日（水）～ 11日（月）※土・日曜日除く。
カシマ・インフォメーション・サロン
確認しましょう
(9:00 ～ 17:00、土曜日休館） 92-3557
県立水戸南高等学校（通信制）
茨城県の特定最低賃金が改正
029-247-4284
県内企業が40社以上参加
［効力発生日］平成30年12月31日

収納課

特定最低賃金名

時間額

鉄鋼業
はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業
計量器・測定器・分析機器・試
験機・理化学機械器具、医療用
機械器具・医療用品、光学機械
器具・レンズ、電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具、時計・同部
分品製造業
各種商品小売業

916円

茨城労働局賃金室

かしま環境ネットワーク
「アースデイかしま」出展者募集

880円

877円

849円

029-224-6216

日頃の環境活動をイベントやパネル
展示などでアピールしませんか。
４月17日
（水）～ 24日
（水）
予定
ショッピングセンターチェリオ１
階催事場
［内容］紙芝居、環境かるた、パネル展
示など
［申込期限］３月10日（日）
瀬尾さん
080-1080-6087

いばらき企業説明会2019

①３月５日（火）②14日（木）いずれも
13:00 ～ 15:30
①土浦市／ホテルマロウド筑波②水
戸市／ホテルレイクビュー水戸
［対象］2020年３月に大学院、大学、
短大、高専、専門学校卒業予定者およ
び３年以内の既卒者（平成31年３月卒
を含む）。※事前申し込み不要。
茨城労働局職業安定課
029-224-6218

広 告

広 告

11 【県立IT短大オープンキャンパス2019】 ２月23日（土）９:30 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00 [内容]学校見学や体験授業
[申込期限] ２月22日
（金）

県立産業技術短期大学校
（県立IT短大）

029-269-5500

http://www.ibaraki-it.ac.jp

