つくば市・水戸市周辺で研修あり。

平成31年度
３月１日～７日は
平成31年春季全国火災予防運動

前期ふれあいスポーツ教室
内容や持ち物など詳しくは、ホームページを
ご覧ください。

第１～５課程各７０００円 ［申込期限］４月

空気が乾燥している季節です。火の
［日時］※いずれも４月開始で全15回
鹿嶋勤労文化会館
取り扱いには十分注意しましょう。
教室名
曜日・時間
＜３月は住宅用火災警報器設置推進強 ［対象］高校生以上
初級ヨガ
火曜日 10:30 ～ 11:30
4,500 円（ピラティスのみ別
化月間＞
ゆったり
途ボール代 1,000 円が必要）
家庭における火災の早
火曜日 12:00 ～ 13:00
バランスボール
［申込期間］3 月１日（金）9:00
期発見には、住宅用火災
警報器の設置が有効です。
～ 15 日（金）20:00
健康体力づくり 火曜日 13:30 ～ 14:30
平成20年からすべての住宅への設置が
電話、
ファックス { ①教室名（複
腰肩プロジェクト 水曜日 10:00 ～ 11:00
義務化されました。
数参加の場合は優先順位も記入）
まだ設置していない方はこの機会に
ステップアップ
②氏名・フリガナ③年齢④性別
木曜日 10:00 ～ 11:30
設置しましょう。住宅用火災警報器は、
太極拳
⑤住所⑥電話番号⑦平成 30 年度
家電量販店、ホームセンターなどで購
後期教室参加の有無⑧ピラティ
ピラティス（女性限定） 木曜日 13:30 ～ 14:30
入できます。
スはボール購入の有無を記入 }、
＜火災予防啓発イベント＞
金曜日 10:00 ～ 11:30
入門太極拳
または直接窓口で申し込み。
鹿島アントラーズマスコットの「し
かお」が来場するほか、フリースタイ
カシマスポーツセンター（月曜日休館）
ルフットボールでアジア大会に出場し
83-1600
83-1633 「カシマスポーツセンター」で検索
た経験のある消防隊員がパフォーマン
スを披露します。
救急車を呼んだのに、消防車が来た !?
３月３日（日）10:00 ～ 12:00
ショッピングセンターチェリオ
を
ジーコ広場
鹿島地方事務組合消防本部 救急救助課
97-3615
鹿嶋消防署 82-0119
大野消防署 69-0119
PA連携とは、消防車(Pumper)と救 ○消防車がPA連携で出動する場合

PA連携 ご存知ですか？

)
広告

【はまなす公園フリーマーケット】

３月17日(日)9:30 ～ 15:00※雨天中止。

１区画(2ｍ×2m)＝500円、車両出店＝1,000円

大野潮騒はまなす公園

はまなす公園展望塔前広場
69-4411

8

23

40

人程度 ※６月から約２年間、

◎
「ＰＡ連携」
のとき消防車のサイレン音は
「ウ～・ウ～」
で、
「火災」
のとき消防車のサイレン音は
「ウ～・カンカンカン」
です。

０２９ ８
- ５２ ８
- ５０５

・傷病者が重症であり、救急隊員（３
人）のみで対応が困難なとき。
・救急車まで傷病者を搬送困難なと
き（階段・狭い廊下など）。
・交通量の多い場所など、傷病者や
救急隊員の安全を確保する必要が
あるとき。
・近くの救急車が出動中で、救急隊
の到着が遅れると判断されるとき。
・レスキュー隊の活動を伴うとき。
・ヘリコプターを運用するとき。
・その他、救急隊の活動を支援する
必要があると判断したとき。

社(福 茨)城いのちの電話事務局

［実施種目］１・２・３級＝造園、機
械加工、電子機器組立て、とび、塗装
ほか
［試験方法］検定職種ごとに実技と学科
（両方に合格することが必要）
［受付期間］４月３日(水) ～ 16日(火)
※受検案内は３月１日(金)から配布し
ます。その他、詳しくはお問い合わせ
ください。
21,000円(実技17,900円、学科3,100
円)※35歳未満の２・３級受検者は実
技試験の一部減免措置があります。
茨城県職業能力開発協会 技能検定
課
029-221-8647
「茨城県職業能力開発協会」で検索

急 車(Ambulance)が 同 時 に 出 場 す る
ことで、ふたつの頭文字から「PA」
と名付けられたものです。
右記のような、救急隊員のみで
は対応が困難な事態に備えるため、
要請の内容から必要と認められる
場合には、救急車に加えてポンプ
車などの消防車を同時に出動させ、
救急隊と消防隊が連携して救急活
動を行います。
消防車にもAEDや応急処置器材が
積載され、救急隊員と同じ資格を
持った消防隊員が乗っていますの
でご安心ください。

日 月(

平成31年度
技能検定（前期）受検案内
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【茨城いのちの電話 電話相談員募集】
［対象］いのちの電話の趣旨に賛同し、活動に積極的に参加でき、所定の研修に必ず参加できる 歳以上の方＝

※ 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

暮・

ら・

件、死者数

３月19日（火）18:00 ～
鹿島神宮参集殿
［内容］鹿島神宮をテーマに、その歴史
21 などについて鹿島神宮神職による解説
を受けて、意見交換を行います。
［対象］
市内在住・在勤の方＝100人
（先着）
［申込期限］3月12日（火）
まちづくり鹿嶋（株）済藤さん
0
95-7600
人（２月

未来を変える17の目標
「S D G s ってなあに？」
エスディージーズ

日現在）※平成
年１月１日からの累計 》

３月24日
（日）14:00 ～ 16:00（受付
13:30 ～）
まちづくり市民センター（中央公民館）
２階講義室
［講師］
（一社）Think The Earth 上田壮一さん
31
［定員］120人（先着）
かしま環境ネットワーク 岡田さん
080-5514-0528

鹿嶋の魅力を知ろう！
まち歩きツアー

①３月24日(日)、②４月21日(日)
い ず れ も10:00 ～ 12:00（ 集 合 ９:30）
※小雨決行。
[集合場所]①鹿嶋人ギャラリー ②鹿島
ハイツ駐車場
なるい
としのやしろ
いなり
[コース]①成井、年社、稲生神社ほか６
ｋｍ②林城跡、瑞雲寺ほか７㎞
[対象]小学生以上の健康な方＝各50人
（先着）
いずれも500円（買物券付き）
[申込期限]①３月22日(金)②４月19日(金）
鹿嶋神の道運営事務局（鹿嶋人
ギャラリー内）
77-8878（木曜除
く10:00 ～ 16:00）

茨城県近代美術館名品展 ザ・ベスト
あいおう
モネ、ルノワール、大観から靉嘔まで
開館30周年を迎えた茨
城県近代美術館のコレク
ション約44点の中から横
山大 観
「 流 燈 」をはじめ、
スター級の名品約100点を
一堂に展示します。
入館料など詳しくは、
お問い合わせください。
［開催期間］３月24日（日）
まで
茨城県近代美術館
横山大観「流燈」
029-243-5111
（1909年）
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３月10日（日）14:00 ～
大野公民館
（まちづくりセンター）
多目
的ホール
［曲目］
「 吹奏楽のための第一組曲」
「ル
パン三世のテーマ」ほか
佐々木さん 080-1125-8176

かしま少年少女合唱団「虹Kids」
第６回定期演奏会

報

かしまスポーツクラブ
春休み児童水泳教室
３月27日（水）～ 29日（金）14:00 ～
15:30
1,200円
（保険料・入場料込み）
※申し込み後の返金不可。
［対象］泳ぎの苦手な新小学１～６年生
＝50人（先着）
［申込開始］３月１日（金）
高松緑地温水プール
85-1158

３月17日
（日）13:30 ～（開場13:00 ～）
鹿嶋勤労文化会館ホール
［曲目］
「 ハイホー」
「 ミッキーマウス・
マーチ」
「希望の歌」ほか
鹿嶋勤労文化会館 83-5911

林城整備事業７年
記念講演会＆遺跡見学会

林城に関わる歴史や構造のほか、林
城保存協力隊による整備と茨城大学の
調査成果に触れてみませんか。
西谷でメダカを探そう
［テーマ］林氏の歴史と林中城・林外城・
親子水路めぐり
林宿の構造（林中城初公開）
４月７日（日）９:30 ～ 16:00
３月21日（木・祝）9:00 ～ 12:00
※雨天中止。
鹿島ハイツ
［集合］鹿嶋勤労文化会館 正面入口
［講演会］①「中世城郭と宿」
（ 講師＝遠
［散策場所］西谷親水遊歩道（鉢形）
山成一さん）②「資料にみる林氏と南方
［解説］霞ヶ浦環境科学センター職員
33館」
（ 講師＝中根正人さん）③茨城大
［持ち物と服装］
飲み物、タオル、帽子、 学人文社会科学部教授 高橋修さんに
歩きやすい服装
よる講評
［申込期限］3月14日（木）
［見学会］解説・案内＝茨城城郭研究会
会員 高橋宏和さん、案内＝茨城大学
かしま水を考える会 荒井さん
中世史研究会、茨城城郭研究会ほか
090-1790-7506
1,000円
（昼食代・保険料込み）
パーキンソン病友の会
［定員］120人（先着）
患者・家族のミニ交流会
［申込開始］３月１日（金）
病気の悩み、薬、介護などについて
林城保存協力隊 丸山さん
語り合ってみませんか。
090-7180-1457
３月16日（土）13:30 ～ 15:30
鹿嶋勤労文化会館 研修室１
前日までに、下記に電話で申し込み。
ほ っ ち
初心者歓迎 入会随時受付中
発知さん
090-1851-7799

三笠書道同好会 会員募集

鹿島産業技術専門学院
第二種電気工事士受験対策講座

毎月第２・４木曜日（変更あり）
10:00 ～ 11:30
三笠公民館(まちづくりセンター )
［講師］中井言玉さん
１カ月 2,020円
三笠書道同好会 梅戸さん
83-1492

５ 月13日(月) ～ 23日(木)の う ち 指
定する６日間、18:00 ～ 21:00(全6回)
［内容］第二種電気工事士（筆記）受験
対策、練習問題解説
お気軽に無料体験にお越しください
［募集人員］15人（抽選）
大正琴やよい会 会員募集
2,980円
（テキスト代含む）
大正琴は数字譜で簡単に弾くことが
３月11日(月) ～４月３日(水)に、往
できます。皆で楽しく演奏しませんか。
復はがき(①講座名②氏名・フリガナ③
住所④電話番号⑤年齢⑥職業を記入)、
毎月第２・４火曜日13:30 ～ 15:30
またはホームページから申し込み。
大野公民館(まちづくりセンター )
研修室５
県立鹿島産業技術専門学院
69-1171 「鹿島産業技術専門学院」 ［その他］大正琴の貸し出しあり。
で検索
塚崎さん 90-4714

【JICA海外協力隊 体験談＆説明会】 ３月16日（土）14:00 ～ 16:00
［定員］75人（先着）

情・

吹奏楽団アクアトピア・ウィンズ
第３回定期演奏会

意見交換をしませんか
鹿島神宮の歴史を知ろう
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JICA筑波 枝さん

029-838-1117

ひたちなか市／ふぁみりこらぼ304研修室

029-838-1776

