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大潮祭

勇壮な祭りに、波崎東部は夏の活気にわき立ちます。

ひとり親家庭を
応援します❷

大潮祭が行われました。

カミスココくんに投票しよう❹
相談しよう！消費生活センター❺

もみあう神輿に、沿道につめかけた大勢の人々から威勢のいい

7月16日・17日、手子后神社で、航海の安全や豊漁を祈って
神輿や鳴物が練り歩く様は、迫力満点！「ヨーイ

ヨイヤ

セー」の声に合わせた躍動感あふれる
「はね太鼓」
、時に激しく
掛け声が飛び交っていました。

を応援します
児童扶養手当の現況届

こども課☎0299-90-1205

父または母と暮らしていない児童の生活の安定を目的として支給されます。受給資格者
（支給停止者を含
む）は、毎年8月1日現在の養育状況と前年の所得状況を届け出る必要があります。
受付場所・日時
●市役所 3階 301会議室
8月7日（日） 午前9時〜午後5時
8月8日（月）
・9日（火） 午前9時〜午後7時
●総合支所・防災センター 2階 救護室
8月4日（木）
・5日（金） 午前9時〜午後7時

対象＝次のような場合で、18歳になって最初の3月31
日までの間にある児童
父母が婚姻を解消した
父または母が死亡した
父または母が一定の障害の状態にある
など
※心身に中度以上の障害がある場合には20歳未満まで

持参物＝現況届、印鑑、養育費等に関する申告書、その他（認定理由により異なる）
※「支給開始月から起算して5年」または「支給要件に該当した月から起算して7年」を過ぎた方は、
「児童扶養
手当一部支給停止適用除外事由届出書（緑色）
」と関係書類も提出（現況届用紙と一緒に郵送されます）
注意事項

●児童扶養手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されません。
※昭和60年8月1日以降に支給要件に該当された方は、平成15年4月1日において支給要件に該当した
日から5年を経過した場合、正当な理由があるときを除き、認定の請求ができません
●次のような場合は手当を受給できなくなる場合があります。窓口にご相談ください。資格を喪失する
と、その期間に受けた手当は返還することになります。
・受給者が婚姻した
（事実婚を含む）
・受給者や児童が年金を受けるようになった
・児童が父母の障害基礎年金の加算対象になった
など

児童扶養手当額の改正
平成28年4月（8月支払い分）から、手当額が0.8％引き上げられます。
また、8月
（12月支払い分）からは、第2子以降の加算額が増額されます。
引き上げ後の手当額
加算額
4月分から
●全部支給 42,330 円
全部支給
第2子
5,000円
●一部支給 42,320 円〜 9,990 円
一部支給
全部支給
第3子以降
3,000円
一部支給

8月分から
10,000円
9,990〜5,000円
6,000円
5,990〜3,000円

現況届受付会場に相談窓口が開設
自立支援相談

鹿行県民センター☎0291-33-6264

茨城県母子自立支援員が就労・生活・修学資金などの相談に応じます。
場所・日時 ●市役所 8月8日（月）
・9日（火） 午前10時〜午後3時
●総合支所・防災センター 8月5日（金） 午前10時30分〜午後2時30分

出張ハローワーク

常陸鹿嶋公共職業安定所☎0299-83-2318

就労支援ナビゲーターがひとり親家庭の就労相談に応じます。
場所・日時 ●市役所 8月8日（月）
・9日（火） 午前10時〜午後3時
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ひとり親家庭

困ったときは、
母子寡婦福祉会に相談を！
神栖市社会福祉協議会☎0299-93-1029
神栖市には、母子寡婦福祉会という福祉団体があります。ご存じでしたか？
母子・父子世帯を支援する会で、遠足やレクリエーションなどを開催し、会員同士の親睦を図っています。
また、食品企業で発生する規格外品などを引き取り、希望者に無料で提供するフードバンク活動にも取り組
んでいます。
さらに、茨城県母子寡婦福祉連合会では、小口資金の融資をはじめ、研修事業や育児のサポートといった
日常生活支援事業なども行っています。

母親交流会

母子家庭の方、
交流しませんか？

神栖市母子寡婦福祉会;090-5397-7072
お母さんは簡単クッキングで、お子さんは大道芸で楽しみましょう。
日時＝8月21日(日) 午前10時30分〜午後1時30分
場所＝中央公民館
対象＝市内在住の母子家庭の親子 定員＝20組（先着順）
費用＝親子2人で500円 ※子ども1人追加は100円

親子ふれあい宿泊研修
茨城県母子寡婦福祉連合会☎029-221-7505
日程＝9月17日(土) 午後2時〜18日(日) 午後1時
場所＝茨城県立児童センター こどもの城
※現地集合・現地解散
対象＝県内在住の母子家庭の親子
定員＝80人（市母子寡婦福祉会会長の推薦する世帯を優先）
費用＝1世帯500円
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【共通】
申込期限＝8月10日
（水）
申込先＝神栖市母子寡婦福祉会
会長 野村 ;090-5397-7072

ゆるキャラ グランプリで、神栖をPR！

1日1票！カミスココくんに投票しよう
政策企画課☎0299-95-9366
投票開始から、はや10日！皆さん、カミスココくんに投票しましたか!?
昨年以上の順位を目指すカミスココくんには、皆さんの応援が必要です。
「投票したことないなぁ」という方も、
「 もう投票しているよ」という方も、
最終日まで1日1票、投票をよろしくお願いします！

投票期間＝10月24日（月）
まで！
カミスココくんのことが知りたい
そんなときには、ココ！

「カミスココくんの部屋」
市ホームページにはカミスココくんの情報を
集めた、
「カミスココくんの部屋」というページ
があります。皆さん、ご存じでしたか？
プロフィールはもちろん、イベント参加情報
やキャラクターグッズ情報なども見られます。
カミスココくんファンは、要チェック！

決選投票は…11月5日（土）
・6日
（日）
えが お
ゆるキャラ グランプリ2016 in 愛顔のえひめ
神栖市を全国の皆さんにPRするよ！

投票方法をチェック！

※登録や投票には、通信料がかかります

投票する前に…

投票するときは…

スマートフォン・パソコンで投票するには、
初回に登録が必要です。
（登録は無料です）
携帯電話（ガラケー）の場合には、登録の必要
はありません。

1 カミスココくんの紹介ページを開こう
●「ゆるキャラグランプリ カミスココくん」
で検索
●右のQRコードを読み取る

1 次のアドレスに空メールを送信
●右のQRコードを読み取って送信
●下のアドレスを入力する
entry@vote.yurugp.jp

2 紹介の下にある
「ID（メールアドレス）で投票する」をクリック

2 届いた案内メールに従って、
パスワードを登録
※フリーメールの場合、登録できない場合が
あります
※案内メールが届かない場合、＠yurugp.jp
からのメールが受信できるように、ドメイ
ン指定受信の設定をしてください

3 登録したアドレスとパスワード、
認証コードを入力したら、
「投票する」をクリック

⬇
投票完了！
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消費生活
センター通信

神栖市商工会館1階にあります！
神之池

神栖市役所

相談しよう！そうしよう！

鹿島地方事務組合
消防本部

神栖郵便局

神栖市消費生活センター

国道

124

神栖市商工会館

☎0299-90-1166（相談専用）
相談時間

平日…午前9時〜正午、午後1時〜5時（年末年始を除く）
夜間…毎月第2水曜日は午後6時30分まで

電話勧誘・訪問販売・架空請求・契約・商品欠陥…
普段の暮らしでお困りのことはありませんか？
専門の相談員が問題解決のために対応します。
プライバシーは厳守しますので、
お気軽にご相談ください。

神栖市に多いのはこんな相談！
平成27年度は、市内で576件の相談が寄せられ
ました。相談の結果、約360万円を返金・未然防止
できました。

1位

アダルトサイト関連

129件

●無料だと思って「18歳以上」をクリックしたら、料金
請求画面が出てシャッター音がした。顔の写真を撮られ
たのではないか？
●歌手の動画を見ようとクリックしたら、突然アダルトサ
イトに移った。
「登録完了」となり、料金を請求された。

2位

借金問題

46件

●収入が減少し、生活のために借金を重ねてしまった。
●自己破産について知りたい。

3位

架空請求

28件

●行政機関のような名前の所から、
「訴える」と書かれたハ
ガキが届いた。
●携帯電話に「料金未納あり」というメールが届いた。

アドバイス！
5

パニックになって業者に連絡し、個人情報を教えて
しまうと、不当請求や迷惑メールにつながる恐れがあ
ります。不安に思ったら、業者に連絡を取ったり支
払ったりせず、まず消費生活センターにご相談を！
なお、インターネットで検索すると、消費生活セン
ターに似せた名前で相談窓口をうたって高額な費用を
請求する所がありますので、十分に注意しましょう。
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◆消費生活出前講座
☎0299-90-1105
子ども会・PTA・自治会・シニア会など、
あなたのお近くまで伺います！
「悪質商法の最新手口と対処法」、
「おこづ
かい帳のつけ方」
、「インターネットやスマホ
の正しい使い方」などをテーマに、皆さんの
集会場所で開催します。
出前講座を活用して、賢い消費者になりま
しょう！

太田小で開催しました！

「親子で考えよう！
スマホの安全・安心活用法」
（7月8日）
クイズを楽しみながら、親子で
ルール作り！
夏休み中、スマホを使う機会が
増えるかもしれません。
ルールを守って、安全に使おう！

地震への備えは大丈夫？

申・

都市計画課☎0299-90-1152

木造住宅の耐震化を進めましょう！
昭和56年に耐震基準
（建築基準法）が大きく改正されました。それ以前の旧耐震基準
で建てられた住宅は、熊本地震や東日本大震災でも大きな被害を受けています。
阪神・淡路大震災でも無被害・軽微な被害で済んだ建物は、昭和56年以前に建てら
れた建物では34％であったのに対し、昭和57年以降に建てられた建物では75％でした。
お住まいが十分な耐震性能を有しているか、耐震診断で調べてみましょう。

1

まずは無料の耐震診断を
木造住宅耐震診断士派遣事業

2

耐震診断の後は耐震改修へ
木造住宅耐震改修促進事業

茨城県知事の認定を受けた木造住宅耐震診断士が

個人が契約し、耐震補強設計・耐震補強工事・耐

耐震診断をします。
（建築当時の耐震性能を診断する

震建替工事をする場合に、費用の一部を補助しま

もので、震災での被害程度を判断するものではあり

す。必ず耐震補強などを実施する前に申請してくだ

ません）

さい。

対象＝次のすべての要件を満たす、所有者が居住し

対象＝次のすべての要件を満たす木造住宅

ている木造住宅

●木造住宅耐震診断士派遣事業の要件に加え、耐

●り災証明で、半壊以上と判定された住宅を除く

震診断で「倒壊の可能性あり」と判定された住宅

●着工が昭和56年5月31日以前
（丸太組工法・プ

●平成29年2月28日（火）までに工事などが完了

レハブ工法は除く）
●平屋建または2階建で、延床面積が30㎡以上
●所有者とその世帯全員に市税の滞納がない

すること
補助額
耐震補強設計…費用の2分の1（限度額15万円）

募集戸数＝15戸（先着順）

耐震補強工事…費用の2分の1（限度額45万円）

持参物＝申込書と次の書類など

耐震建替工事…一律60万円

●建築確認済証など(建築年が分かるもの)の写し
●登記事項証明書など(所有者が分かるもの)の
写し

持参物＝１の持参物に加え、次の書類
●交付申請書
●耐震診断結果報告書の写し

●印鑑

●見積書（工事費用が分かるもの）の写し

●委任状(家族以外の方が申請する場合)

●住宅の位置図・配置図・現況写真

※申込書は問合先や市ホームページで入手可能

申請期限＝耐震建替工事…8月31日
（水）

応募期限＝8月31日（水）

耐震補強設計・工事…10月31日
（月）
※交付申請書は問合先や市ホームページで入手可能

耐震化全般についての相談は、茨城県でも応じています。

茨城県建築指導課☎029-301-4716
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市民協働通信

市民協働課☎0299-90-1171

かみす市民フォーラムで表彰します

男女共同参画を
を
考えよう！

て！
これっ
、
っ
あ
⁉
同参画
男女共

男女共同参画に関する川柳を募集！
家庭や職場、学校、地域などの身近な暮らしの中

り、
の頑張
ん
さ
皆
い！
くださ
教えて

男女共同参画に取り組む事業者を募集！
女性の能力活用、家庭と仕事との両立支援など、

で、感じたことや気づいたことを表現してください。

男女が共に輝ける環境づくりに取り組んでいる個

対象＝市内在住・在勤・在学の方

人、企業や団体などを表彰します。

作品＝1人2点まで（作品は自作で未発表のもの）

対象

※作品の権利は、神栖市に帰属します

●市内に在住・在勤・在学の方

副賞＝最優秀賞1点5,000円、優秀賞2点3,000円、

●市内に活動拠点や事業所を有する企業・団体

入選5点500円

など

応募方法＝作品と住所・氏名・年齢・性別・電話番

活動例

号を応募用紙または任意の用紙に記入し、応募先へ

●男性の育児参加を促進している

郵送・FAX・Eメールまたは持参

●女性登用を考慮した組織をつくっている

※持参の場合、次の提出場所でも受け付けています

●育児退職の場合、再雇用できる

提出場所＝市民生活課、中央図書館、大野原・うず

応募方法＝応募・推薦用紙に必要事項を記入し、事

も・平泉コミュニティセンター、中央・若松公民館、

業者の概要が分かる資料を添え、応募先に郵送・

はさき生涯学習センター、市内７児童館

FAX・Eメールまたは持参
応募に関する共通事項

作 品 例
あこがれの
彼女の仕事は
ガテン系

ライバルの
隣の部長は
俺の妻

ふたりなら
収入倍
増
家事半分

キャラ弁を
女子から褒められ
したり顔

最近は
慣れたもんだよ
おむつ替え

応募期限＝9月30日
（金）
必着
応募先＝市民協働課
〒314-0192

神栖市溝口4991-5

P0299-90-1112
{kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp
※応募用紙は応募先または市ホームページから
入手可能
表彰＝今年度開催の「かみす市民フォーラム」
で
表彰するほか、男女共同参画情報誌
「ハートフ
ルかみす」や市ホームページで紹介
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開館時間

中央図書館

火・水・土・日・祝：午前10時〜午後6時
木・金：午前10時〜午後7時

うずも図書館

午前10時〜午後6時

中央公民館図書室

午前10時〜午後5時
（午後1時〜2時は閉館）

生涯学習センター図書室

午前10時〜午後5時

矢田部公民館図書室

午前9時〜午後5時

若松公民館図書室

午前10時〜午後5時

としょかん

図書館だより
今月のおすすめの本を
紹介します。

休館日：毎週月曜日と8月3日
（水）

中央図書館☎0299-92-3746
今月の本棚は﹁戦争と平和を

考える﹂です︒

月は︑いつにもまして戦争

と平和を考える季節です︒今年

は︑戦後 年を過ぎ︑現職のア

メリカ大統領が初めて原子爆弾

が投下された広島を訪れると

い う 出 来 事 も あ り ま し た︒ 戦

平成27年度の 図書館の利用統計

争を経験した方が少なくなり︑

図書館 まめちしき

﹁〝 戦 争 〟 と は ど う い う も の な

のか﹂を私たちに伝えてくれる

生の声も消えつつあります︒

終戦記念日を迎える 月︑〝戦

争〟について︑〝平和〟であり続

けるということについて考えて

みませんか︒

8
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今月の本棚

夏休み 親子としょかん
たんけんツアー
普段は入れない
「図書館」
を探検しよう！

貸 出 数

延べ利用者数

700,662 冊

166,892 人

（前年比 105.6％）

書庫へ行って本探しなど、いつもは入れないバックヤード
にご案内します。

（前年比 ＋3,557人）

日時＝8月21日（日）
午前11時〜正午
場所＝中央図書館

新着情報

●一般書…『１冊の「ふせんノート」で人
生は、はかどる』坂下仁╱
『親子ででき
るたのしい科学実験』
カレン・ロマノ・
ヤング╱『希望荘』
宮部みゆき
●児童書…『中学生理科の自由研究パー

対象＝市内在住の小学生
と保護者
定員＝8組（先着順）
申込開始＝8月2日（火）
午前10時

フェクト』成美堂出版編集部 編╱
『読
書感想文書き方ドリル』大竹稽╱
『理科
室の日曜日』
村上しいこ

図書館イベント

中央図書館
おはなし会

おはなしボランティアの会
ひまわり
8月20日
（土）
・27日
（土） 午後2時

8月 5日
（金） 午後2時
「戦争と平和を考える・なつのおはな
し」

はさき生涯学習センター
おはなし会
8月13日
（土）
・27日
（土） 午後2時

うずも図書館

夏休み親子映画会

おはなしとえいがの会

8月2日
（火）
〜31日
（水）

8月5日
（金） 午後2時

※時間と内容は変更になることがあります

午前10時30分、午後2時30分
※休館日を除く
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お元気ですか？

保健師です
健康増進課☎0299-90-1331

心臓をいたわろう！

8月10日は
「健康ハートの日」
日本心臓財団と厚生労働省が、語呂合わせで
「ハー
（8）ト（10）」と定めました。心臓は胸の左側にある
と思われがちですが、実際は胸の中央あたりにあり
ます。
大きさは握りこぶしぐらいで、
決して大きくはありませんが、全身
に血液を送る大切な働きをしてい
ます。とても働き者で寝ている間
も休むことなく、１分間で60〜80回、1日に10万
回血液を送り続けています。
暑い日が続いているこの時期。こんなときこそ、
心臓に優しい生活習慣を心がけましょう。

健康ハート10カ条
日本心臓財団では、健康ハート10カ条を定めてい
ます。日頃から心がけましょう！
①血圧とコレステロールは正常に
（太りすぎ、糖尿病には注意して）
②脂肪の摂取は、植物性を中心に
③食塩は調理の工夫で、無理なく減塩
（1日6g未満を目標に）
④食品は、栄養バランスを考えて
（1日30食品を目標に）
⑤食事の量は、運動量とのバランスを考えて！
甘い物には要注意
⑥つとめて歩き、適度な運動
⑦ストレスは、工夫をこらして上手に発散
⑧お酒の量は、自分のペースでほどほどに
⑨タバコは吸わない！頑固に禁煙
⑩定期検診を忘れずに
（毎年1度は健康診断）

1つでも生活習慣に取り入れて、健康ハートを
目指しましょう！
神栖市では9月まで住民健診を実施していま
す。まだ今年受けていない方は、この機会に受診
して自分の心臓や身体の状態を確認しましょう。

市民健康講座

今日からスグに役に立つ！ 生活習慣病予防の心得！
健康増進課☎0299-90-1331
「検査の値が基準より高いけど、症状は無いし元気だから」と

講

師＝鹿嶋ハートクリニック
こう

は、心疾患や脳血管疾患は、生活習慣病と深い関係があります。

時

間＝午後2時30分〜3時30分
※受付 午後2時

全国や茨城県と比べると、神栖市は心疾患と脳血管疾患の
死亡率が高い状況です。特に神栖市では、心疾患はがんに次い

対

で２番目に多い死因です。

持参物＝健診結果

生活習慣病は「予防」できます。自分や家族の健診結果と照ら

象＝市内在住の方

（講話や質疑応答の参考に）

し合わせ、予防の心得を身につけましょう！
9月 1日（木） 保健・福祉会館

悪玉コレステロールが高いと危険！

9月 29日（木） 矢田部公民館

脳梗塞の危険因子と前触れの症状

10月 27日（木） はさき生涯学習センター 糖尿病になる前から動脈硬化が進行

9

てんえい

黄 恬瑩 院長

そのままにしていませんか？その油断はとても危険です！実

11月 24日（木）

狭心症は心筋梗塞注意報！

保健・福祉会館
平成29年
2月 2日（木）

不整脈は予防できるか？

広報かみす
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神栖市ホームページ www.city.kamisu.ibaraki.jp/

17 水

困ったとき、わからないとき、
どうぞご利用ください

カインズホーム神栖店…献血
海浜サッカー場他…神栖ジュニアユース（U-13)サッカー大会
（18日、20日）

市民相談 詳細はお問い
合わせください
■ボランティア相談

18 木

社会福祉協議会 月〜金曜日
神栖本所 ☎0299-93-0294
波崎支所 ☎0479-48-0294

19 金

市民活動支援センター 火〜金曜日

保健センター…3歳児健診

土・日曜日、祝日は5:00PMまで
☎0299-77-8725

20

海浜球場他…神栖杯中学生軟式野球新人大会（21日、23日）
土 海浜多目的広場…市子ども会キックベースボール大会

■消費生活相談 月〜金曜日
第2水曜日は6:30PMまで
消費生活センター ☎0299-90-1166

21 日 【休日当番医】…野口医院、渡辺病院、神栖済生会病院（小児科のみ）

■家庭児童相談
（要予約） 月〜金曜日
こども課

☎0299-90-1205

■就労支援相談
（要予約） 第２木曜日
商工観光課

22 月 保健センター…住民健診

☎0299-90-1217

アドバイザー 佐藤 ☎090-2204-8943
■教育に関する悩みの相談

23

保健センター…4カ月健診
火 はさき生涯学習センター…住民健診
JA青果物集出荷場…農業用廃ポリエチレン収集
（神栖地域）
受付8:30〜11:00

☎0479-44-4141
■子育てカウンセラーによる相談（要予約）
第２日曜日、第４水曜日
こども課

24 水

月〜金曜日

☎0299-90-1205

■不登校に関する電話相談

はさき生涯学習センター…住民健診

月〜金曜日

☎0299-97-2816、0479-40-5512
■人権相談 月〜金曜日

25 木

全国共通人権相談ダイヤル
はさき生涯学習センター…住民健診

0570-003-110
■女性総合相談
（要予約） 毎週火曜日

26

市民協働課

はさき生涯学習センター…住民健診
金
保健センター…1歳6カ月健診

☎0299-90-1171

■こころの相談 月〜金曜日
社会福祉協議会

27 土

海浜多目的広場…神栖市長杯ラグビーフットボール大会（28日）

神栖本所

☎0299-93-0294

波崎支所

☎0479-48-0294

■福祉総合相談 月〜金曜日
社会福祉協議会

28

【休日当番医】…白十字総合病院、渡辺病院、神栖済生会病院（小児科のみ）
日 市民体育館…ジュニア体操夏季演技会
波崎海水浴場…きらっせ祭り

神栖本所

☎0299-93-0294

波崎支所

☎0479-48-0294

■法律相談
（要予約） 月４回
市民協働課

29 月

■行政相談 第2火曜日
市民協働課

30 火

☎0299-90-1123

保健センター…住民健診
DCMホーマック神栖店…献血

☎0299-90-1123

市内の放射線量測定値
（7月13日〜20日の平均値）

31 水

市役所…0.045
※単位はマイクロシーベルト／時
環境課 ☎0299-90-1147

保健センター…住民健診

市の人口（

平成 28 年６月末日現在

）内は前月比

男
48,675 人（＋16）

女

合計

世帯数

46,141 人（− 3） 94,816 人（＋13） 39,492 世帯（＋ 32）
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お知らせカレンダー
月 August

日曜開庁

（毎月第2・4日曜日）

市役所 ☎0299-90-1111

1月

はさき福祉センター…住民健診

2火

保健センター…育児栄養・母乳相談

総合支所 ☎0479-44-1111

8月14日、28日
午前８時30分〜午後５時15分
事前に取扱業務をご確認ください。

休日当番医
牧医院
渡辺病院
神栖済生会病院
白十字総合病院
野口医院

☎0299-92-7200
☎0479-48-2121
☎0299-97-2111
☎0299-92-3311
☎0299-96-7373

診療時間…午前9時〜午後4時
※受付時間は要問い合わせ
白十字総合病院・渡辺病院では救急担
当医、神栖済生会病院では救急担当医
および小児科医による診療となります

水質検査 毎週月曜日（祝日を除く）
環境課 ☎0299-90-1147
午前8時30分〜午後1時30分
市民生活課 ☎0479-44-1959
午前8時30分〜正午
※専用容器は随時配布しています

3水
4木

大野原コミュニティセンター…住民健診

5金

大野原コミュニティセンター…住民健診
矢田部ふれあい館…ウォーキング教室
保健センター…1歳6カ月健診

6土

大野原コミュニティセンター…住民健診
市民体育館…神栖市ミニバスケットボール少年団第15回神栖交流会
（7日）

7日

【休日当番医】…牧医院、渡辺病院、神栖済生会病院
（小児科のみ）
海浜球場他…神栖杯軟式野球大会
（28日）

8月

保健センター…4カ月健診

9火

保健センター…住民健診、ウォーキング教室

問い合わせ先一覧
保健センター（健康増進課）
☎0299-90-1331
武道館（文化・スポーツ振興公社）
☎0299-96-7700
はさき福祉センター
☎0479-48-5150

10 水

保健センター…総合健診

大野原コミュニティセンター
☎0299-93-0008
矢田部ふれあい館
☎0479-21-3618

木 【休日当番医】…白十字総合病院、渡辺病院、神栖済生会病院（小児科のみ）

11 祝

市民体育館…港祭卓球大会（中学生）

はさき生涯学習センター
☎0479-44-0001

12 金
13 土

今月の納税

納期限８月31日
（水）

国民健康保険税
第２期
後期高齢者医療保険料 第２期
介護保険料
第３期
夜間納税窓口 毎週水曜日（祝日を除く）
7:00PMまで
納税課 ☎0299-90-1136
11 広報かみす 第243号

14 日 【休日当番医】…神栖済生会病院
15 月
16 火

神三授業スタイルで学力向上！

神栖三中が小平記念教育資金を受賞（7月5日）

かみす

トピックス

平成25〜27年度の3年間、神栖三中は神栖

まちの わだい

市学力向上プロジェクトの中心として、市内の
小中学校をリードしてきました。その中で、生
徒が主体的に学習するための授業改善、基礎・
基本の定着を図るための手立て、学ぶ意欲を高
めるための活動を実践する
「神三授業スタイル」
の構築をしてきました。
生徒が目標や計画を立て、授業に楽しく取り
組む姿が評価され、日立財団小平記念教育資金
30万円相当が贈呈されました。

ハンマー投げ、県大会王者！

市内の高校生が全国大会へ（6月22日）
い い じ ましょう じ

全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）に挑む飯嶌将治さん
（波崎高
校・3年）
が、7月28日の本番を前に、保立市長を表敬訪問しました。
飯嶌選手は茨城県大会を自己ベストで優勝。北関東大会では、ハンマー
が計測エリア外に出てしまい、2投目まで記録無しという状況で迎えた3投
目に、自己ベストを越える57m14cmを記録して見事に優勝！全国への切
符を獲得しました。
「インターハイでも自己記録を大きく更新し、優勝を目指す」と力強く話
してくれました。

空手道で成果を発揮！

市内の小中学生が全国大会へ
こう ぼ

ゆ

ら

しま むら たつ や

幸 保 佑 來 さん
（須田小・4年）
・島 村 立 也 さん
（波崎四中・3年）が茨城県代表に選ばれ、8月
に行われる全国大会に出場します。
幸保さんは牛久市で開催された県大会で準優
勝し、全国少年少女空手道選手権大会に出場が
決定。また、島村さんは石岡市で開催された県
大会で優勝し、全国中学生空手道選手権大会に
出場が決定しました。
全国の舞台でも、優勝目指して頑張ってくだ
さい！
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政策企画課☎0299-90-1120

おじいちゃん・おばあちゃんと観戦しよう！

vs

シルバーファミリーデイ

ジュビロ磐田

市内在住の65歳以上の方を無料でご招待！

日時＝9月17日
（土） 午後6時30分キックオフ

同伴家族も割引価格でチケットを購入できま

場所＝カシマサッカースタジアム

す。みんなで鹿島アントラーズを応援しよう！

※試合当日も、スタジアム第3ゲート脇のイベン
ト窓口でチケット引換や割引販売があります
事前引換・同伴家族割引販売
日時＝8月17日
（水） 午前9時30分〜午後2時
場所＝市役所

1階ロビー

総合支所・防災センター

1階ロビー

持参物＝本人確認ができるもの
価格＝カテゴリー3 指定席（メイン）
3,200円
カテゴリー4 指定席（バック）2,700円
自由席（サポーターズシート）1,000円

日本代表を応援しよう！

茨城県政策審議室☎029-301-2072

男子サッカー パブリックビューイング開催
ブラジル・リオ五輪がいよいよ開幕！カシマ
サッカースタジアムでは、サッカー日本代表の
初戦をパブリックビューイングで放送します。

入場無料

みんなでスタジアムに集まって、日本代表を
応援しよう！

vs

ナイジェリア戦
日時＝8月5日（金） 午前9時
午前10時

開場
キックオフ

場所＝カシマサッカースタジアム
※水分・塩分補給や帽子の着用など、熱中症対策
をお願いします
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駐車場など詳しくは、茨城県政策審議室ホームページ
をご確認ください

お知らせファイル

▼ ＡＥＤや心肺蘇生法を学ぼう

▼防災士になりませんか？

▼市長と語ろう！

・ 秘書課

移動市長室

・ 防災安全課

☎0299︲ ︲1121

日︵土︶・ 日︵土︶︑
日︵日︶・ 日︵土︶

場所＝美和工芸ふれあいセンター

月

日程＝ 月

す︒最終日には資格取得試験あり︒

自主防災活動などについて学びま

☎0299︲

︲1126

いばらき防災大学

人

月に 度︑市長が皆さんと語り合
日︵木︶

う場を設けています︒︵予約制︶
時〜

日時＝ 月
午後

会議室

時︵ 人 分程度︶
場所＝総合支所・防災センター
階

対象＝中学生以上の市民

定員＝200人︵先着順︶
申込方法＝申込書を郵送または持参

定員＝ 人︵抽選︶

︲1112

info@city.kamisu.ibaraki.jp

0299︲

神栖市溝口4991︲

〒314︲0192

提出先＝秘書課

場所や市ホームページで入手可能

※申込書は﹁市長へのたより箱﹂設置

FAX・Eメールまたは持参

申込方法＝申込書に記入し︑郵送・

申込期限＝

月 日︵水︶必着

※申 込 書 は 問 合 先 ま た は 市 ホ ー ム
月 日︵水︶

ページから入手可能
申込期限＝

▼火災に備える

甲種防火管理者再講習会

時

︲3609

・ 鹿島地方事務組合消防本部

分〜

日︵水︶

☎0299︲

時

日時＝ 月
午後

場所＝鹿島地方事務組合消防本部
人︵先着順︶
日︵金︶

2016年8月1日号 14
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応急手当上級救命講習会

︲3613

・ 鹿島地方事務組合消防本部
☎0299︲

分〜午後 時 分

日時＝ 月 日
︵土︶
午前 時
場所＝鹿島地方事務組合消防本部
定員＝
月 日
︵火︶
〜

日
︵月︶

対象＝神栖市・鹿嶋市に在住・在勤
の 〜 歳
申込期間＝

5 25

8

4

※土・日曜日は除く

▼資格認定試験・講習会

︲1158

・ 下水道課

排水設備主任技術者

☎0299︲

90

15

5

排水設備の工事を施工するには︑

1

10

90

市の指定を受け︑専属の主任技術者
を有する必要があります︒
時 分

講習会日時＝ 月 日
︵金︶
午後 時 分〜

試験日時＝ 月 日
︵月︶

定員＝

費用＝３︑100円

時 分

場所＝茨城県建設技術研修センター

午後 時 分〜

1

8
4

90

26 29

97

月 日︵月︶〜
申込期間＝

22

申込先＝消防本部︑各消防署・分署

8

{ P

31

4

費用＝試験・講習会 各２︑
000円
︵金︶
申込期限＝ 月 日
12

2

13 8

8

14

30
8

11 10

97

5

20

90

30
30

9

2

23

3 17 4

9

8

26

30

10

30

8

59
30

1

50

3

30

9

8

18

1

1

▼ フグの取り扱いは資格が必要です

︲4805

66

第１種フグ取扱者講習会

3

・ 潮来食品衛生協会事務局

9

日
︵土︶

時

4

☎0299︲

9

日時＝ 月

午前 時〜午後

日
︵金︶

5

場所＝中川学園調理技術専門学校

4

費用＝１４︑
040円

月 日
︵木︶
・

8

※申込時に支払い︑返金不可

申込受付＝

▼ 電気の事故︑ゼロを目指して

︲4179

関東電気保安協会

☎0299︲
83

８月は電気使用安全月間

電気は正しく安全に使いましょう

平成28年度

■事務（身体障害者）＝1人程度

神栖市職員採用試験（第3回）

対象＝次のすべてを満たす方
●昭和61年4月2日以降の生まれで学校教育法に
よる大学（短期大学を除く）以上を卒業、または、
平成1年4月2日以降の生まれで学校教育法によ
る短期大学や高等学校を卒業した方
※平成29年3月31日までの卒業見込みを含む
●自力で通勤でき、介護者なしに1日7時間45分
（週5日）勤務できる方
●身体障害者手帳
（1〜6級）
の交付を受けている方
●活字印刷文による出題に対応できる方
■保健師＝1人程度
対象＝昭和61年4月2日以降の生まれで、保健師の
免許を有する方
※平成29年3月31日までの取得見込みを含む
■幼稚園教諭・保育士＝3人程度
対象＝昭和61年4月2日以降の生まれで、幼稚園教
諭免許・保育士資格両方を有する方
※平成29年3月31日までの取得見込みを含む

申・

職員課 ☎0299-90-1127
〒314-0192 神栖市溝口4991-5
申込期限＝8月31日（水）
１次試験＝9月18日（日）
職種・採用予定人員
＝4人程度
■事務（大学卒）
対象＝昭和61年4月2日以降の生まれで、学校教育
法による大学（短期大学を除く）以上を卒業した方
※平成29年3月31日までの卒業見込みを含む
※第1回採用試験の申込者を除く
＝2人程度
■事務（高校・短大等卒）
対象＝平成1年4月2日以降の生まれで、学校教育法
による短期大学や高等学校を卒業した方
※平成29年3月31日までの卒業見込みを含む

申込資料の 問合先や市ホームページから取得できるほか、郵送での請求もできます。
郵送で請求する場合、封筒の表に
「職員採用試験
（希望職種）申込用紙請求」と朱書きし、
請求方法
返信先・電話番号・希望職種を明記した書面と120円分の切手を同封してください。
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お知らせファイル

▼ご存知 で す か ？

▼ 道きれい そんな所は 人きれい

標語・キャッチコピー募集

▼ 北方領土に関する啓発のために

道路整備課

☎ ︲5312︲1011

公募ガイド

応 募 方 法 ＝ 次 の 内 容 を 明 記 し︑ 郵

︲1150

日は﹁道の日﹂です︒快適

☎0299︲

８月は﹁道路ふれあい月間﹂

８月
しましょう︒

●郵便番号・住所・電話番号・職業

●作品︵ひらがなで読み方も記載︶

送・FAX・Eメールで提出

次のような状態は大変危険ですの

●氏名︵ふりがな︶・年齢・性別

で安全に通行できる道路環境をめざ

市内には︑登録店が約500件あ

で︑改善にご協力をお願いします︒

応募先＝平成

年度北方領土に関す

※作品は１人１作品

●この募集を何で知ったか

り︑青少年にふさわしくない行動を

道幅を狭め︑標識やカーブミラー

樹木の張り出し

機関や警察に連絡するなど︑青少年

を見にくくして危険です︒枝は早め

︲

る標語・キャッチコピー募集係
東京都新宿区四谷坂町

〒160︲0002

道路にごみを捨てると︑環境を悪

︵︵株︶公募ガイド社内︶
︲5312︲1601

化させるだけでなく︑交通の妨げに

不法投棄

に切りましょう︒

の健全育成と非行防止に協力してい
ます︒
登録店には︑
次のステッカーが
貼ってあります︒

なります︒
車両の迷惑駐車

10
hoku@koubo.co.jp
応募期限＝９月 日︵金︶

※配信サービスは無料ですが、通信にかかる
パケット料金は利用者負担になります

交通の妨げになり︑事故を誘発し

通行の妨げになるほか︑側溝に土

登録方法

{e-kamisu-city@xpressmail.jp

ますので絶対にやめましょう︒
●条例による指定図書を一般図書と

砂がたまり︑雨水が流れずに冠水を

道路への土砂流出

分けて陳列し︑青少年に販売した

引き起こします︒

例 コンビニの遵守事項

り閲覧させたりしない︒
●深夜︑店内や敷地内にいる青少年
に帰宅を促し︑たまり場にさせな
い︒
●未成年に酒やタバコを販売しない︒

●子育て
●防災行政無線

●イベント・観光
●くらし

28

30

空メールを送信後、返信されたメー
ルにそって手続きをすれば登録完了！
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青少年の健全育成に
協力する店
︲6496

文化スポーツ課
☎0279︲
茨城県では︑県内で青少年の健全

90

発見した場合は注意するほか︑関係

育成に向けて取り組む店を登録して

03

神栖市
メールマガジンに
登録しましょう

10
こんな情報が届きます

{ P
03

欲しい情報を選んで登録！

います︒

10

44

▼ 予約不要・相談無料・秘密厳守

▼安全に配慮しましょう

▼就職を支援します

中小企業退職金共済制度

▼ 人も︑会社も︑もっと元気に

☎ ︲6907︲1234

勤労者退職金共済機構

就職カレッジ・保護者
相談会

NPO法人雇用人材協会

場所＝亀城プラザ

☎029︲300︲1738

・

農薬の適正使用

︲1138

社会福祉課

特設人権相談所開設

☎0299︲

農林課
☎0299︲ ︲1008
環境課
︲1146

☎0299︲

国がサポートする︑中小企業のた

-12

人権擁護委員が︑いじめ・女性・

めの退職金制度です︒掛金は全額非

-9

就職カレッジ

-12

住宅に近い家庭菜園・農地などで

課税のほか︑一部を国が助成します︒

-3

家庭・借金・近隣間のもめごとなど

日・

12

月

-6

日︑

-59

日・

増減

日時＝ 月

109

は︑農薬の飛散による健康被害を防

30

の相談に応じます︒

社外積立なので︑管理も簡単です︒

43

木・金曜日

13

日

23

日・

85

日︑

481

ぐため︑できるだけ農薬を使わない

平成27年

日程・場所

また︑パートタイマーなどでも加

97

分

21

時

31

時 分〜午後

入できます︒

10

午前

対象＝ 代前半までの求職者

03

気軽にお問い合わせください︒

35

ようにしましょう︒
安全に使用するために

定員＝ 人︵先着順︶

79

日
︵木︶ は さ き 福 祉 セ ン

●使用回数と量を減らす

保護者相談会

422

時間＝午前

時

平成28年

●８月
日
︵金︶ 保健・福祉会館

●飛散しにくい農薬を選ぶ

日時＝ 月

時〜

4 20

20 40

8
2

10 40

鹿嶋地区交通安全協会波崎支部が見通
しの悪い交差点の除草などを行いました。
交通安全協会は交通事故のない社会を目
指し活動しています。参加者は「これか
らの季節は観光客も増える。安全な道路
を使ってほしい」と汗を流していました。
神栖市は交通事故多発地域です。安全
運転を心がけましょう。

計

ター
時〜午後３時

●天候や時間帯に配慮する

午後

83

●８月
法務局でも相談に応じます

●正しい使用方法で行う

鹿島臨海工業地域環境保全推進
協議会がビーカーを寄贈（6月27日）

日︵土︶

水戸地方法務局鹿嶋支局

17 広報かみす 第243号

対象＝ 代前半までの子を持つ方

自動車 オートバイ 自転車

1

●事前に周辺住民に周知する

〜まちづくりのために〜

車上
狙い

乗り物盗

侵入
犯罪

犯罪
総数

年
（比較）

9
30

水・金曜日のみ
︵予約優先︶

街頭犯罪内訳

26

4

25

9

8

30

8

9

2

90

交通事故を防ぐため
道路の安全点検を実施 （6月26日）

定員＝ 人︵先着順︶

K

10

市内小学校に理科実験用ビーカーセッ
トが寄贈され、鹿島セントラルホテルで
贈呈式が行われました。
今回は環境保全事業の一環として、地
元の小学生に科学や環境への意識を高め
てもらいたいとの願いから、神栖市と鹿
嶋市の各小学校に贈られました。

19

90

90

●散布地に人が入らないようにする

市内の刑法犯認知件数（平成28年5月末）

18

☎０２９９︲ ︲６０００

インフォメーション
かみす

秋季ピラティス教室
日程＝9月1日〜11月24日の木曜日
（うち10回） 午前10時〜11時

初めての短歌教室
誰でもできる優しい短歌を学ぼう！

鹿島港貿易実務セミナー
鹿島港近辺で貿易に携わっている

日時＝8月23日（火）

方、これから始める方のための講座で

場所＝土合体育館

午前10時〜正午

す。最終日は鹿島港・東京港を見学。

対象＝市内在住・在勤の高校生以上

場所＝中央公民館

定員＝25人（先着順）
費用＝5,000円
申込開始＝8月3日（水）
申込方法＝費用を添え来館申し込み
・ 土合体育館
☎0479-48-0019

秋季ジュニア
ヒップホップダンス教室
日程＝9月9日〜11月18日の金曜日
（うち10回） 午後4時30分〜5時30分

・ 家庭倫理の会

日程＝8月24日（水）
〜26日（金）
掛川

☎0299-92-1124

通訳ガイド養成講座
受講生・講師 募集
2020年は東京オリンピック！外国
人の観光案内と国際交流を目的に受講
生と講師を募集します。
日程＝9月4日（日）
から1年間
定員＝1クラス5人編成
費用＝テキスト代がかかります

対象＝市内在住の小学1〜3年生

※会員登録が必要です
（年会費1万円）

費用＝5,000円

・ N＆Nガイドの会 高橋
☎0299-95-9748

申込開始＝8月4日
（木）
申込方法＝費用を添え来館申し込み

サイエンスフェスタ

費用＝15,000円
（昼食代含む）
・ 鹿島港振興協会事務局
☎0299-92-5551

催 し
かみす街角ギャラリー
悠々会写真展
日程＝8月2日
（火）〜12日
（金）
時間＝午前10時〜午後5時
・ かみす街角ギャラリー
☎0299-96-5877

科学を思い切り楽しむ2日間です。
場所＝レイクエコー

かみす杯バドミントン大会

場所＝鹿島セントラルホテル

※最終日は午後3時まで

・ 土合体育館
☎0479-48-0019

※最終日は午後6時30分まで

対象＝市内在住の20歳以上

場所＝土合体育館
定員＝20人
（先着順）

午前9時30分〜午後4時30分

申込開始＝8月2日（火）

県東地区高等学校演劇連盟
合同発表会

葉っぱスタンプでエコバッグ作り

日時＝8月20日（土）
・21日（日）

日時＝10月1日（土） 午前10時

午前10時
（開場

午前8時30分〜8時45分受付

定員＝30人（先着順） 費用＝200円

場所＝鹿嶋勤労文化会館

場所＝武道館

化石・鉱物の発掘

対象＝中学生以上

日時＝10月1日（土） 午後1時30分

クラス＝80歳以下、81〜90歳、

定員＝50人（先着順） 費用＝700円

91〜100歳、101歳以上

液体窒素で−196℃の世界を体験

競技方法＝個人戦、合計年齢別、男子

日時＝10月2日（日） 午前10時

日時＝9月4日（日）

午前9時）

神栖高校 ☎0299-92-4169

来て！見て！さわって！
霞ヶ浦環境科学センター夏まつり
クイズラリーや体験学習、展示など

ダブルス・女子ダブルス、リーグトー

定員＝50人（先着順） 費用＝200円

霞ヶ浦や環境問題について学べるイベ

ナメント

水素のおもしろ実験

ントを開催！

費用＝1チーム2,500円

日時＝10月2日（日） 午後1時30分

日時＝8月27日（土）

申込期間＝8月2日（火）
〜28日
（日）

定員＝50人（先着順）

午前10時〜午後3時30分

・ 武道館
☎0299-96-7700

・ レイクエコー
☎0299-73-2300

※土浦駅東口から無料送迎バスを運行
霞ヶ浦環境科学センター
☎029-828-0961

広報かみす
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みんなのひろば
…申し込み

…問い合わせ

秋季テニス教室
日程＝9月10日〜11月12日の土曜日
（うち8回） 午後1時30分〜3時30分

募 集

場所＝海浜庭球場

下肢筋力向上トレーニング

定員＝75人（先着順）
日程＝9月7日〜12月7日の水曜日

家庭の洋食料理

（うち13回） 午後2時〜3時
場所＝武道館

ピラフ・オムレツ・ハンバーグを、

対象＝高校生以上

ちょっとひと工夫して、味わおう！

定員＝40人
（先着順）

日時＝9月10日（土）、10月15日
（土）
、

費用＝4,000円

11月12日
（土）

申込開始＝8月6日（土）

午前9時30分〜午後1時

申込方法＝費用を添え来館申し込み

場所＝はさき生涯学習センター

・ 武道館 ☎0299-96-7700

対象＝市内在住・在勤・在学
の高校生以上

申込期間＝8月2日（火）
〜31日
（水）
※9月1日（木）以降のキャンセルは、
返金不可
申込方法＝費用を添え申込先へ
・ はさき生涯学習センター
☎0479-44-0001

費用＝4,000円
申込開始＝8月6日
（土）
申込方法＝費用を添え来館申し込み
・ 海浜温水プール
☎0299-97-1177

秋季ソフトテニス教室
日程＝9月11日〜11月13日の日曜日
（うち8回） 午前10時〜正午

こども健康スポーツ教室

定員＝16人（先着順）
費用＝2,100円
（3回分）

対象＝市内在住の小学3年生以上

場所＝海浜庭球場
対象＝市内在住の小学3年生以上

日程＝9月21日〜11月30日の水曜日
（うち10回） 午後4時45分〜5時45分

定員＝70人（先着順）
費用＝4,000円

場所＝武道館

申込開始＝8月13日（土）

対象＝市内在住の小学1〜3年生

申込方法＝費用を添え来館申し込み

定員＝25人
（先着順）
費用＝3,000円

・ 海浜温水プール
☎0299-97-1177

申込開始＝8月6日（土）
申込方法＝費用を添え来館申し込み

水中ウォーキング教室
ひざや腰に痛みがある方でも、楽に

・ 武道館 ☎0299-96-7700

中学生硬式野球教室
秋季骨盤調整ヨガ教室

動ける水中で、楽しく介護予防をしま
しょう。

日程＝9月3日〜平成29年2月19日の

日程＝9月15日〜12月1日の毎週木曜

土・日曜日
（月2〜4回）

日
（祝日を除く） 午後2時〜3時

午前9時30分〜12時30分

※初回・最終回は午後1時30分から

場所＝海浜球場

場所＝波崎体育館

場所＝海浜温水プール

対象＝市内在住の中学3年生

対象＝市内在住・在勤の高校生以上

対象＝市内在住の65歳以上

定員＝30人
（先着順）

定員＝20人（先着順）

※介護保険の利用者は除く

費用＝4,000円

費用＝5,000円

定員＝20人
（先着順、初めての方を優

申込開始＝8月8日（月）

申込開始＝8月3日（水）

先）

申込方法＝費用を添え来館申し込み

申込方法＝費用を添え来館申し込み

・

地域包括支援課

☎0299-91-1701

19 広報かみす 第243号

・ 海浜温水プール
☎0299-97-1177

日程＝9月8日〜11月24日の木曜日
（うち10回） 午後6時30分〜7時30分

・ 波崎体育館
☎0479-44-5581

豊かな自然や文化など、隠れた魅力を再発見した「神栖市絶景スポットフォト

知ってるようで知らなかった

コンテスト」。3月号で発表した入賞20点を毎月1日号で2点ずつ紹介しています！
普段、何気なく見ている景色や知っている場所も、実は素敵な絶景スポットかも
しれませんよ。

今まで紹介した

ココ

絶景スポットは

知ってる？
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「出合の港」
網中

「野鳥の楽園」

登代子 さん（波崎）

夕方になると銚子大橋と夕焼け
が見えてロマンチックな雰囲気に。
橋がなかった時代、多くの人の
出会いを結んだ港に、大切な人と
訪れてみては？

河畔プロムナード

スポット
位置情報

小西

波崎海岸

シサエ さん（土合本町）

近くの波崎漁港で揚がる青魚が
お目当てなのか、たくさんの野鳥
が見られる波崎海岸です。
今は海水浴シーズン！野鳥に代
わって、みんなで浜辺に遊びに行
きましょう！

スポット
位置情報

※QRコードをスマートフォンやタブレットで読み取ると、詳細な地図がご覧になれます（通信料がかかります）

矢田部公民館 文化講演会
URL http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
E-mail info@city.kamisu.ibaraki.jp

入場
無料

「命」の授業講演会
講師

ゴルゴ松本 さん
矢田部公民館☎0479-48-3311

10月10日（祝）
会場＝矢田部公民館

開場
開演

午後1時
午後1時30分

文化ホール 定員=800人
（全席自由）

入場整理券を配布
（小学生以上1人2枚まで）
配布開始=9月10日（土） 午前9時 ※なくなり次第終了

誰にでも読みやすいUD
（ユニバーサルデザイン）
フォントを使用しています

配布場所=中央公民館・若松公民館・矢田部公民館・はさき生涯学習センター
プロフィール
1967年4月17日、埼玉県生まれ。お笑いコンビＴＩＭとしてテレビ・ラジオで活躍する。
その傍ら、2011年から少年院などで「命」や「人生」をテーマにボランティア講演を
行っている。持ちネタでもある漢字の 成り立ち を説明しながら、少年少女たちの心に
しっかりと向き合い、魂のこもった熱いメッセージを送り続けている。

