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きらびやかにお祝いを
あかりをつけましょ

体操教室で
カラダを動かそう❷
神栖市の委員になりませんか❸
神栖市の奨学金❻
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おひなさま展

ぼんぼりに♪ 3月3日は、桃の節句。

女の子の成長を願って、ひな人形を飾ったご家庭もあるのでは
ないでしょうか。
歴史民俗資料館では、大きく華やかな段飾りが来館者をお出
迎え！この日も
「きれーい！」
「 大きいねー」という可愛い声が
絶えず、訪れた女の子たちの視線を釘付けにしていました。
展示は3月12日（日）まで！ひなまつり気分を味わいに、足を
運んでみてはいかがでしょう。

いつまでも、元気に若々しく

申・

地域包括支援課☎0299-91-1701

体操教室で カラダを動かそう！
通所型短期集中サービスを利用しよう！
介護予防・日常生活支援総合事業への移行に伴い、介護予防教室の名称が変わりました。
転倒予防や栄養・口腔ケア・認知症予防などを学び、リハビリ専門職のもとで楽しく体操をします。
関節に痛みのある方や持病のある方でも、その方に合った体操ができますよ！
次のうち、3つ以上に
あてはまる方にオススメ！
●普段、手すりを使ったり壁をつたいながら
階段を昇る
●普段、椅子から立ち上がる際、何かにつか
まりながら立ち上がる
●普段、15分ぐらい続けて歩くことがない
●この1年間に転んだことがある
●転倒する不安が強い

日程＝4月〜7月の週1回
（全10回）
時間＝1時間30分程度
場所＝3会場
（申し込み時にお知らせ）
対象＝市内在住の65歳以上
※要支援と認定された方も参加可能
（通所サービス利用者を除く）
定員＝各会場15人
（初めての方を優先）
費用＝100円
※乗り合いタクシー利用者は、別途100円かかります

参加の可否には、別途基準があります。詳細は、お問い合わせください。
なお、申し込み手続きに時間をいただきます。新規の方には、介護保険証を発行します。

シルバーリハビリ体操をやってみよう！
シルバーリハビリ体操で、関節の柔軟性や
筋力をアップ！同世代で集まって、一緒に楽
しく身体を動かしてみませんか？
時間＝午前10時〜11時30分
※若松教室は午後1時30分〜3時
対象＝市内在住の65歳以上で、会場まで
自身で通える方
定員＝40人（先着順）
※希望する教室が定員を満たした場合、
他の教室を案内することがあります

教室名（会場）

実施日

かみす教室（保健・福祉会館）

毎週月曜日

うずも教室（うずもコミュニティセンター） 毎週水曜日
平泉教室（平泉コミュニティセンター）

毎週火曜日

大野原教室（大野原コミュニティセンター） 毎週木曜日
若松教室（若松公民館）

毎週水曜日

矢田部教室（矢田部ふれあい館）

毎週金曜日

土合教室（矢田部公民館
または はさき福祉センター）

毎週木曜日

はさき教室（はさき生涯学習センター）

毎週木曜日

簡単！はつらつ運動教室
ペットボトルをダンベル代わりに、筋力トレーニングや介護予防運動を
実施します。
日程＝4月13日〜平成30年3月22日 毎週木曜日
時間＝午前10時30分〜正午、午後1時〜2時30分 ※午前・午後どちらか1つ
場所＝波崎東ふれあいセンター
対象＝65〜75歳ぐらいの方 定員＝各20人程度
※地域包括支援課で実施する体操教室に参加していない方を優先
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神栖市の委員になりませんか？
市では、市民の皆さんの意見を市政に反映させるため、各種審議会などを設置しています。
今回、４つの委員を公募します。一緒に神栖市について考えてみませんか。

共通事項

対象＝次のすべてを満たす方
●市内在住の20歳以上
●公務員でない
●市税などの滞納がない

神栖市
スポーツ推進委員
申・

文化スポーツ課☎0479-44-6496

神栖市
都市計画審議会委員
申・

都市計画課☎0299-90-1152

スポーツ推進事業を実施するための連絡調整
や、市民へのスポーツの実技指導や助言をします。
活動＝年10回程度 定員＝4人
条件＝市の委員を2つ以上兼務していない
申込期限＝3月15日（水）必着
申込方法＝応募用紙に必要事項と応募理由
（400
字程度）を記入し、郵送・FAX・Eメール・持参
※応募用紙は問合先や市ホームページで入手可能
申込先＝文化スポーツ課
〒314-0408 神栖市波崎6530
O0479-44-1116
{b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

将来の都市像の形成に重要な役割を担う都市計
画について調査・審議します。
会議＝年3回程度 定員＝男女 各2人以内
条件＝市の委員を2つ以上兼務していない
申込期限＝3月17日
（金）消印有効
申込方法＝申込書に必要事項と応募理由
（400字
程度）を記入し、郵送・FAX・Eメール・持参
※申込書は、問合先や市ホームページで入手可能
申込先＝都市計画課
〒314-0192 神栖市溝口4991-5
O0299-90-1114
{toshikei@city.kamisu.ibaraki.jp

神栖市社会教育委員 兼
公民館運営審議会委員

神栖市地域公共交通活性化
協議会委員

申・

文化スポーツ課☎0479-44-6496

社会教育に関する助言や公民館における各種事
業の企画実施について調査・審議します。
会議＝年2回程度 研修＝年3回程度
定員＝1人
条件＝市の委員を2つ以上兼務していない
申込期限＝3月15日（水）必着
申込方法＝応募用紙に必要事項と応募理由
（400
字程度）を記入し、郵送・FAX・Eメール・持参
※応募用紙は問合先や各公民館、市ホームページ
で入手可能
申込先＝文化スポーツ課
〒314-0408 神栖市波崎6530
O0479-44-1116
{b-sports@city.kamisu.ibaraki.jp

3

●平日に開催する会議などに出席できる
任期＝委嘱の日〜平成31年3月31日
報酬＝日額6,000円
（交通費別途）
※場合により公募内容は変更になることがあります
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申・

政策企画課☎0299-90-1120

利用者の代表として、市内の公共交通のあり方
などについて検討します。
会議＝年4〜5回程度 定員＝1人
条件＝他の委員を1つでも務める方は申込不可
申込期限＝3月21日（火）
必着
申込方法＝申込書と論文を郵送・FAX・Eメー
ル・持参
論文＝神栖市の公共交通について
（400〜800字程度）
※申込書は、問合先や市ホームページで入手可能
申込先＝政策企画課
〒314-0192 神栖市溝口4991-5
O0299-90-1112
{kikaku@city.kamisu.ibaraki.jp

新春だヨ！全員集合

大野原小学校区地域コミュニティ協議会 昔遊び体験（1月28日）
普段ふれる機会がない昔ながらの遊び
を楽しんでもらおうと、大野原コミュニ
ティセンターで昔遊びの体験イベントが

「杵はこうやって持つんだよ」
ぺったん、ぺったんこ♪

開催されました。これは大野原小学校区
地域コミュニティ協議会が主催している
もので、今年で3回目。
当日は、地域の子どもたちを中心に約200人が集
合！けん玉や竹とんぼ、もちつきに挑戦したり、お
雑煮やおしるこを味わったりと、元気いっぱいには
しゃいでいました。
樋口 義則会長は
「地域の子どもたちや子育て世代
との交流を深められた。何より、子どもたちの満足
そうな笑顔を見れて嬉しい」と話してくれました。

「次は、わたしの番！」あやとりって楽しいね

かるたで真剣勝負！

初めての竹馬、上手にできるかな？

地域と行政の連携

地域防災の活性化に向けて

（2月8日）

昨年10月、大野原小学校区地域コミュニティ協
議会と市とが協働で実施した
「防災資機材取扱い訓
練」
。今回その結果を受け、協議会からの提案で、
地域防災に関する市との協議が行なわれました。
防災資機材の取扱いや管理体制などが話し合わ
れ、協議会からは「防災は、行政だけでは限界があり、
日頃から地域と行政が連携し一緒にやっていく必要
がある。私たちに協力できることがあれば、市から
も提案してほしい」と呼びかけがありました。
市では、地域防災の在り方や地域との連携につい
て、今後も対話を重ねていきます。

神栖四中での訓練の様子
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市民協働通信
荒れた土地に緑を

花と緑の会に国土交通大臣表彰

（2月8日）

草刈り隊のヤギたち。
子どもたちにも大人気です！

会場に来れないヤギの代わりに、田中会長と保立市長がヤギの帽子をかぶってお祝い！

夢のひろば須田を管理する活動が認められ、市内のボランティア団体
ふるさと

「花と緑の会」が国土交通大臣表彰の「手づくり郷土賞」を受賞しました。
手づくり郷土賞は、地域の魅力や個性を創出する活動に贈られます。花
と緑の会は、不法投棄が絶えなかった須田小の脇にある土地を管理し、
樹木や花が咲き誇るきれいなひろばにしています。
田中 三郎会長は
「今回の受賞を１つの契機として、これからもさらな
る発展を目指したい」と受賞の喜びを話してくれました。

不法投棄で荒れていた土地が…

↑至 神栖市役所

こんなに緑あふれる場所に！
波崎第三
中学校

県道

117

夢のひろば須田に遊びに来ませんか？
ひろばの様子や日々の活動を、 ツイッター

国道

須田小学校

124

夢のひろば須田
↓至 銚子

5
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ツイッターやインスタグラムでも
配信しています。

インスタグラム

医師を志す方には︑
こんな制度も！
医師教育資金利子補給制度
市では︑医師を目指す大学生や大学院
生の支援として︑修学の教育資金にかか
る利子を補給します︒
対象＝市から医師修学資金を貸与され︑
金融機関から修学資金の融資をされてい
る方

6
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将来︑医師・看護師として
神栖市で働きたい方を応援します！
・ 健康増進課☎0299︲ ︲1331

医師や看護師を目指す方へ
医師修学資金
対象＝医 師 と し て 市 内 病 院 で 勤 め る 意 欲
万円︑

のある︑ 医 学 部 な ど の 大 学 生 や 大 学 院 生
貸与額＝月額
入学一時金１２０万円

看護師修学資金
対象＝市 内 に 年 以 上 住 ん で い る 方 の 子

●健康で学業・人物ともに優秀である

対象融資限度額＝３︑
０００万円

兄弟姉妹

や兄弟姉 妹 で ︑ 看 護 師 と し て 市 内 病 院 で

●市内に1年以上住所を有する方の子や

対象金融機関＝︵株︶
日本政策金融公庫︑

●世帯に市税などの滞納がない

給与（高校生）

対象＝次のすべてを満たす方

勤める意 欲 の あ る 看 護 学 生

で入手可能

預貯金取扱金融機関
補給率＝融資を受けた資金にかかる支払

※必要書類は、学務課・神栖教育事務所

貸与額＝月額５万円︑入学一時金 万円
定員＝５人

利子の100％
※支払遅延にかかる利子などは除く

他の修学資金を貸与されている方

共通

補給期間＝正規の修学年数
︵上限６年間︶

午前9時 〜 午後5時

市奨学資金の貸与を申し込んだ方に、入学一時金の貸与
もしています。
定員＝20人 貸与額＝50万円
※入学初年度のみに申請可

出願＝4月3日（月）〜 14日（金）

90

︵見込みを含む︶は事前にご相談ください︒
申込期間＝４月３日︵月︶〜 日︵金︶
※入学一時金は︑入学年度のみ申請可能
返還免除＝貸与期間終了後︑市内病院で
貸与期間 と 同 じ 期 間 を 勤 務 す れ ば 免 除

飯田愛子奨学基金

ます。

申

※入学一時金を貸与された方は︑１年加算
決定＝書 類 審 査 と 面 接 に よ る

市では、経済的な理由で修学が困難な

資格＝平成29年度、学校教育法に基づく「大学」
「専門学校」
「高等専門学校4・5年」に在学する
定員＝20人 貸与額＝月額35,000円
返済＝修学後10年以内
※神栖市教育ローン利子補給制度・神栖市医師及び看護師
修学資金、茨城県奨学生や日本学生支援機構奨学生など
との併用不可

学務課☎0479-44-6493

修学後の返還が必要ありません。
資格＝次のすべてを満たす方
●保護者が生活保護を受けている、またはこれに準ずる
●平成29年度、高等学校に在学する
定員＝8人 給与額＝月額7,000円

※成績や収入に基準があります

60

貸与期間＝貸与決定の月〜卒業する月

14

貸与（大学、専門学校生など）

神栖市奨学生を
募集します‼

20

1

学生に対し、資金の貸与や給与をしてい

一般競争入札執行情報

契約管財課☎0299-90-1130

市が行った一般競争入札の執行状況をお知らせします。落札金額500万
円以上のものを抜粋していますので、詳細はお問い合わせください。
事業名

事業地区

28道路施設・植栽等巡回点検調査業務委託

神栖市

28国補神公下第1号工事

木崎地内ほか

28国補神公下第2号工事

（有）ショウコーサービス

91.38％

落札金額(円) 予定価格(円)

6

浜口建設（株）

118,380,000 160,030,000

8

田畑地内ほか

大平建設（株）

186,000,000 190,760,000

8

神栖市平和の塔改修工事

溝口4991-4

大平建設
（株）

58,800,000

58,840,000

2

波崎第三中学校給食配膳室設置工事

須田2340-1

大勝建設
（株）

36,000,000

36,260,000

1

海浜公園墓地造成工事実施設計監理業務委託

南浜1-3

8,600,000

13,870,000

3

（株）アイビーコンサルタント

6,600,000

入札
者数

9,140,000

神栖市立波崎小学校体育館耐震補強及び校舎トイレ改修外工事 波崎8759

森新建設
（株）

210,000,000 226,340,000

5

28国補北公共埠頭1号雨水幹線整備工事

東深芝地内ほか

常総・大平特定建設工事共同企業体 550,000,000 560,570,000

2

28神栖二丁目発進立坑部復旧工事

神栖二丁目地内

共栄産業（株）

9,180,000

10,290,000

1

28神公下第1号工事

大野原八丁目地内

山田工業（有）

5,150,000

6,100,000

2

28海浜公園墓地管理業務委託

南浜1-3

共栄産業
（株）

9,820,000

11,220,000

6

6,450,000

8,140,000

7

28市道路面管理及び除草業務委託

第4工区

溝口・田畑ほか

28市道路面管理及び除草業務委託

第6工区

深芝ほか

平本企業（株）

5,680,000

7,280,000

3

28市道路面管理及び除草業務委託

第7工区

平泉・神栖一丁目ほか 平成建設（株）

5,500,000

7,030,000

2

28市道路面管理及び除草業務委託

第8工区

堀割・息栖・賀ほか 大塚造園建設（株）

5,500,000

7,640,000

3

28市道路面管理及び除草業務委託

第12工区

土合ほか

（株）
スガヤ

7,990,000

8,540,000

5

28市道路面管理及び除草業務委託

第13工区

矢田部ほか

（有）
丸修工業

5,550,000

5,690,000

2

（有）
大野工業

平成28年度神栖市ごみ収集指定袋製造及び配送等業務委託（その1） 廃棄物対策課

（有）鹿島グリーンサービス

27,768,390

57,337,150

3

H28土合市街地土地利用変更調査業務委託

都市計画課

（株）千代田コンサルタント

5,584,000

6,980,000

3

神栖市立須田幼稚園園舎耐震補強工事

須田1301-1

（株）
鹿島冷熱

23,490,000

28,550,000

6

28神公下第2号工事

大野原五丁目地内ほか 村上工業（株）

41,000,000

43,950,000

6

28市道3145号線外2路線舗装新設工事

砂山地内

15,430,000

22,290,000 13

28知手浜地区16号線排水路改修工事

知手地内

神栖市若松公民館改修工事

砂山15地内

神栖市立息栖小学校体育館耐震補強及び改修工事

平泉2780地内

村田屋建工

11,830,000

2

常総開発工業
（株）

125,000,000 129,900,000

3

大平建設
（株）

103,000,000 105,300,000

3

（有）
萩原

9,460,000

神栖市立大野原小学校体育館耐震補強及び改修工事 大野原中央2-1-8地内 常総開発工業（株）

90,000,000

92,800,000

3

神栖市立神栖第一中学校武道場耐震補強及び改修外工事 知手100-3

89,500,000

89,940,000

2

82,000,000

82,730,000

1

神栖市立石神幼稚園園舎耐震補強工事

石神773-1地内

株木建設
（株）
（株）
大地

神栖市立神栖第二中学校校舎トイレ及び給水管改修工事 平泉東1-60-1地内

幸武建設
（株）

74,700,000

75,400,000

2

神栖市立波崎第一中学校武道場耐震補強及び改修外工事 波崎7070

森新建設
（株）

63,800,000

66,660,000

3

神栖市立波崎第三中学校武道場耐震補強及び改修外工事 須田2340-1

大勝建設
（株）

33,000,000

33,940,000

3

28高浜分区実施設計業務委託

大野原中央2丁目地内ほか 白井企画（株）

23,964,000

41,660,000 36

28木崎分区実施設計業務委託

木崎地内

18,422,000

32,310,000 36

28神国調地籍調査測量業務委託

知手・知手中央地内 （株）エービス技術

6,700,000

9,600,000

5

28波国調地籍調査測量業務委託

太田地内

7,500,000

8,410,000

5

（株）オリンピアコンサルタント

（株）
下川設計

大野原児童館改築工事基本・実施設計業務委託 大野原中央3-4-21 （株）石川建築設計事務所

8,480,000

日川浜・波崎海水浴場 MAKOTOYAサービス

11,400,000

28海水浴場監視及び管理業務委託
7

落札業者名

平均落札率

（平成28年5月12日〜6月23日契約分）
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14,240,000 19
11,470,000

1

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

開館時間

中央公民館図書室

としょかん

図書館だより

午前10時〜午後5時
（午後0時30分〜1時30分は閉館）

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

今月のおすすめの本を
紹介します。

中央図書館☎0299-92-3746

日はひ

3

今月は﹁春の

3

本﹂です︒

月

なまつり︒ひな

☆準備や当日のお手伝いをしてくれるボランティアを募集中！

人形を飾って女

※期間中、展示コミックの貸出はできません

の子の成長を祝

※手荷物は、入室前にコインロッカーへ預けてください

う行事で︑桃の

場所＝中央図書館

今月の本棚
節句とも呼ばれ

午後1時〜4時

ています︒ひな人形の飾り方は時代や

26日
（日）

地域によって違い︑歴史を感じること

日時＝3月24日
（金）
〜

ができます︒

ができますよ。

まだ寒さが残る日もありますが︑図

普段は閉架書庫などに
あるコミックを読むこと

書館で春の訪れを感じてみてはいかが

コミック蔵出しまつり

でしょうか︒

休館日：毎週月曜日と3月1日
（水）

新着情報

●一般書 『最高の結果を引き出す質問力』茂木健一郎／『子どもの危険な病気
のサインがわかる本』松永正訓／
『シンプル思考ですっきり身軽に暮らす』やま
ぐちせいこ／
『まるごとわかる！庭づくりDIYの基本』荒井章／
『談志の遺言』立
川談志／
『under the bridge』
堂場瞬一／
『笑って、泣いて、考えて。』永六輔
●児童書 『みたい！しりたい！しらべたい！日本の占い・まじない図鑑2』
中町泰子／『井伊直虎』那須田淳／『火災のサバイバル』／『太陽系のふしぎ109』永田美絵／『いまを
いきる180万種以上の動物』
ポール・ロケット／『15分でカフェごはん 冬』
しらいしやすこ

図書館イベント

中央図書館

3月25日
（土）
「わしも 4／チィース、

おはなしボランティアの会・ひまわり

わしもッス」

3月11日（土）
・18日（土） 午後2時

こども映画会 午後2時30分

一般映画会 午後2時30分

3月 4日
（土）
「マダガスカル3」

3月26日
（日）
「ガスパール／君と過

3月11日
（土）
「ムーミンパペット・ア

ごした季節」

ニメーション パパの青春の巻ほか」

おはなし会 午後4時

おはなし会 午後2時

3月18日
（土）
「こびと観察入門／オト

3月 3日
（金）
「はるのおはなし」

3月11日（土）
・25日（土）

と

リマダラ ハナガシラ編」

き

はさき生涯学習センター

※時間と内容は変更になることがあります

広報かみす
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お元気ですか？

保健師です
健康増進課☎0299-90-1331

あなたの腎臓は大丈夫？
「慢性腎臓病」という病気を聞いたことはあります
か？日本人の成人8人に1人は慢性腎臓病と言われ
ています。この病気は悪化するまで症状が現れず、
進行すると心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなり、
透析が必要になることもあります。

そもそも腎臓ってどんなもの？
腎臓は握りこぶしくらいの大きさで、体の左右に
1つずつあり、全身を巡った血液が流れ込み、血液中
の老廃物を取り除く働きをして
います。腎臓を通過した血液は
きれいになって全身に戻ります。
取り除かれた老廃物は、余分
な水分や塩分と一緒に尿となり、
体の外へ排泄されます。

消費生活
センター通信
もったいない！
食品ロスを減らそう！
食べ残しや売れ残り…まだ食べられるのに捨てら
れてしまう
「食品ロス」
。日本では、年間約2,797万
トンの食品廃棄物が出されています。このうち、食
品ロスはなんと約632万トン！これは、国民が毎
日、お茶碗1杯分の食べ物を捨てている計算になり
ます。
1杯（約136g）×365日×約1億2,730万人＝約632万トン

身近なロスを減らせば、家計の無駄も減らせます。
暮らしの中からできることを実践してみましょう。
困ったときには、お早めにご相談を！

消費生活センター
☎0299-90-1166（相談専用）
月〜金曜日（午前9時〜正午、午後1時〜5時）

9
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慢性腎臓病とは？
腎臓の働きが低下し、体に必要なたんぱくなどが尿
にもれ出てしまう状態。さらに、老廃物を取り除く機
能も低くなり、老廃物が尿として出ていかず、全身に
逆戻りしてしまいます。慢性腎臓病の危険因子には、
糖尿病、高血圧、肥満、メタボリックシンドローム、
喫煙などが挙げられます。なかでも、糖尿病と高血圧
は深く関連していると言われています。

腎臓の働きはどうやって調べられるの？
尿検査と血液検査で調べられます。片方でも3カ月
以上続いた場合、慢性腎臓病の疑いがあります。
尿たんぱく
＋または 2 ＋以上

GFR
60 未満

※GFR＝腎臓が血液をどの程度ろ過できているのかを
表す数値

慢性腎臓病の治療は？
生活習慣病と関わりの深い慢性腎臓病の治療は、血
圧や血糖管理、食事療法、肥満解消、禁煙が中心です。
早期に発見し、早い段階からの治療が大切です。
市の住民健診（特定健診）でも検査しています

ちょっとの工夫で、食品ロスを減らそう！
その1 ！ 空腹時は買い物を避け、買い過ぎを防ごう
その2 ！ 食材は上手に保存しよう
冷蔵庫の目安温度を確認して、食材に適した温度で
保存しましょう！鮮度を保ち、省エネにもなります。
その3 ！ 残った食材は、別の料理に活用しよう
ウェブサイト「消費者庁の公式キッチン」
で、活用レシピが紹介されています。
右のQRコードからご覧になれます。
その4 ！ 消費期限と賞味期限の違いを知ろう
消費期限は「安全に食べられる期限」、賞味期限は「お
いしく食べられる期限」。賞味期限を過ぎたら、すぐ
に食べられなくなるわけではないので、見た目や臭い
などで判断しましょう。
その5 ！ 外食時の食べ残しを防ぐ
料理を注文する際にボリュームを確認し、食べきれ
ないかもと思ったら「少なめにできますか？」とお願い
してみましょう。
通常時間に相談できない方へ
（要予約）
3月8日（水）
＝夜間相談
（午後6時30分まで）

神栖市ホームページ www.city.kamisu.ibaraki.jp/

17 金

困ったとき、わからないとき、
どうぞご利用ください

市民相談 詳細はお問い
合わせください

保健センター…１歳６カ月児健診

■ボランティア相談

18 土

社会福祉協議会 月〜金曜日
神栖本所 ☎0299-93-0294

19

【休日当番医】…鹿嶋ハートクリニック、渡辺病院、神栖済生会病院
（小児科
のみ）
日
海浜庭球場…すずらん杯ソフトテニス大会
土合体育館…神栖市空手道選手権大会

市民活動支援センター 火〜金曜日
土・日曜日、祝日は午後5時まで
☎0299-77-8725
■消費生活相談 月〜金曜日
第2水曜日は午後6時30分まで

月 【休日当番医】…神栖済生会病院、渡辺病院

20 祝

ふれあいセンター湯楽々…臨時営業

消費生活センター ☎0299-90-1166
■家庭児童相談
（要予約） 月〜金曜日

21 火

こども課
DCMホーマック神栖店…献血

10:00〜11:45、13:00〜16:00

☎0299-90-1205

■就労支援相談
（要予約） 第２木曜日
商工観光課

☎0299-90-1217

アドバイザー 佐藤 ☎090-2204-8943

22 水

■教育に関する悩みの相談

月〜金曜日

☎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

23 木

こども課

☎0299-90-1205

■不登校に関する電話相談

24 金

月〜金曜日

☎0299-97-2816、0479-40-5512

保健センター…３歳児健診

■人権相談 月〜金曜日
全国共通人権相談ダイヤル
0570-003-110

25 土

■女性総合相談
（要予約） 毎週火曜日
市民協働課

☎0299-90-1171

■こころの相談 月〜金曜日

26 日 【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）

社会福祉協議会
神栖本所

☎0299-93-0294

■福祉総合相談 月〜金曜日
社会福祉協議会

27 月

神栖本所

☎0299-93-0294

■法律相談
（要予約） 月４回

28 火

市民協働課

保健センター…４カ月児健診

☎0299-90-1123

■行政相談 第2火曜日
市民協働課

☎0299-90-1123

29 水
30 木
市内の放射線量測定値

31 金

（2月8日〜15日の平均値）

保健センター…１歳６カ月児健診

市の人口（
男

市役所…0.043
※単位はマイクロシーベルト／時
環境課 ☎0299-90-1147
平成 29 年 1 月末日現在

）内は前月比

女

合計

世帯数

48,765 人（＋ 58） 46,241 人（＋14） 95,006 人（＋72） 39,791 世帯（＋105）

かみす健康ダイヤル24
24時間年中無休

健康・医療相談

10120-1331-69
広報かみす
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お知らせカレンダー
月 March

日曜開庁

市役所 ☎0299-90-1111

総合支所 ☎0479-44-1111

1水

（毎月第2・4日曜日）

3月12日、26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。

2木

休日当番医

3金

保健センター…１歳６カ月児健診

城之内医院
☎0299-92-1261
渡辺病院
☎0479-48-2121
神栖済生会病院 ☎0299-97-2111
あきら医院
☎0299-92-7081
鹿嶋ハートクリニック ☎0299-77-8888
白十字総合病院 ☎0299-92-3311

4土

文化センター…さだまさし アコースティックコンサート2017
海浜球場ほか…黒潮杯少年野球大会（５日、11日）

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

5

【休日当番医】…城之内医院、渡辺病院、神栖済生会病院（小児科のみ）
武道館…弓道連盟ひな祭り射会
日 市民体育館…神栖ラージボール卓球大会（一般）
海浜庭球場…かみすオープンテニス大会
波崎体育館…冬季バドミントン大会

6月

保健センター…４カ月児健診

7火
8水

保健センター…離乳食教室
（初期）

問い合わせ先一覧
保健センター（健康増進課）
☎0299-90-1331

9木

武道館（文化・スポーツ振興公社）
☎0299-96-7700
文化センター（文化・スポーツ振興公社）
☎0299-90-5511

夜間納税窓口 毎週水曜日（祝日を除く）
午後7時まで
納税課 ☎0299-90-1136

10 金
11

保健センター…３歳児健診
ふれあいセンター湯楽々…臨時休館（〜13日まで）

文化センター…岩崎宏美 with 国府弘子 ピアノ・ソングス
市民体育館…ジュニア体操卒団記念大会
土
神之池グラウンド・ゴルフ場…平成28年度グラウンド・ゴルフチャンピオ
ン大会

12 日

【休日当番医】…あきら医院、渡辺病院、神栖済生会病院（小児科のみ）
文化センター…西田あいコンサート2017

13 月
14 火

保健センター…育児栄養・母乳相談
JA波崎共撰所（須田）…農業用廃ビニール収集（波崎地域）受付8:30〜11:00

15 水

保健センター…献血

16 木

11 広報かみす 第255号

10:00〜11:45、13:00〜15:30

神栖市の魅力を発信！

「カミスココ・アンバサダー」
養成セミナー

かみす

トピックス

（1月14日・28日、2月11日）

まちの わだい
筑波大学と連携して調査研究を行う
「まちづくり
推進事業」の一環として、神栖市の魅力を市内外の
人に積極的に発信していただける人財
「カミスコ
コ・アンバサダー」を養成するセミナーが開催され
ました。
3日間でユーリカ号の乗船や特産品の試食などを
通して、計40人の皆さんが神栖市の魅力を学びま
した。
港公園展望塔から鹿島港を一望

試食を通じて神栖市の食の魅力を再発見！

認定証を授与されたカミスココ・アンバサダーの皆さん！

NHK全国俳句大会

生きがい講座受講生が特選に！ （1月22日）
NHKホールで開催された
「NHK第18回全国俳句
大会」
。市の生きがい講座で俳句教室を受講してい
る安藤

成さんの作品が、応募総数42,996点の中

から選者特選45句に選ばれ、表彰されました。
安藤さんは生きがい講座の前身、波崎町生涯大学
の頃から12年間、野口あや先生の指導のもと俳句
を学んでいて、今回初の快挙となりました。
おめでとうございます！
安藤さんの句
ふ ゆ

ど

と う

「冬怒濤

びょう ぶ

が

う ら

屏風ヶ浦の

あ と ず さ

後退り」

広報かみす
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歴史ある伝統文化を守る

益田神社獅子舞

明るい選挙啓発ポスターコンクール
（２月５日）

舎利地区の益田神社で、今年も市指定の無形民俗文

市内小学生が文部科学大臣・
（2月14日）
総務大臣賞に！

化財である獅子舞が奉納されました。この獅子舞は

全国の小・中学校と高校から15万点を超える作品

1783年(天明3年)、浅間山の大噴火でこの地方にも火

が集まった
「明るい選挙啓発ポスターコンクール」で、

山灰が降り続き、それを神の怒りと恐れた住民が鎮め

小宅菜々花さん
（大野原西小・4年）が文部科学大臣・

るために始めたものと言われています。

総務大臣賞を受賞しました。

本来は奉納後、近隣の区長さんや希望する家、商店

今回、参加した小学生は約71,000人。なんと、そ

を巡って歩くのですが、この日はあいにくの雨。残念

の中から各学年で1人ずつという狭き門をくぐり、賞

ながら、今回は奉納のみとなりました。

に選ばれました！「選挙で日本が元気になるように」

舎利鳴物保存会の皆さんは
「後継者不足に悩んでい

と思いを込めて描いた小宅さん。選考では、作者の願

るけれど、230年以上の歴史あるもの。次世代に継承

いが伝わってくる作品として高く評価されました。私

していきたい」
と思いを語ってくれました。

たちの1票は大切なもの。ぜひ投票に行きましょう！

保立市長と石毛進市選挙
管理委員会委員長（右）に
受賞を報告した小宅さん
（中央）
特別に、室内で鳴物を披露してくれました

世界に誇る鹿島港

JICA研修員が表敬訪問

（２月６日）

港湾開発に関する知識習得を目的に、鹿島
港の視察に訪れた外国人研修生たちが、保立
市長を表敬訪問しました。
これはJICAが実施する研修の一環で、訪
れた研修生はブラジル・カンボジア・ベトナ
ムなどから18人。全員が港湾管理の職に就
いている方々で、帰国後は自国で諸問題解決
に学んだことを生かしていくそうです。
世界の国々に手本とされる港が身近にあ
る、とても誇らしいことですね！
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▼
月 日︵火︶に発送します

国保年金課
︲1142

国保年金課

☎０２９９︲ ︲1143

国保年金課

高校生相当

▼案内文が届きます

神福

︲1143

医療福祉費受給者証

▼新中学生に郵送します

神福

☎０２９９︲
月から中学生になる方は︑医療
月中に届きます︒

福祉費受給者証が切り替わります︒
新しい受給者証は

月から高校生相当になる方は︑

月中

神福の対象です︒中学生までの場合
と助成方法が違いますので︑

に届く案内通知をご確認ください︒

月

日まで

対象＝義務教育終了後から︑ 歳に
なって最初の

付加給付を受けている場合には︑

2017年3月1日号 14
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国民健康保険被保険者証

☎0299︲
月から有効となる保険証を白色
月 日
︵金︶
まで

※重度心身障害などで医療福祉費を
受給している方は︑ 月末に更新
次に該当する方は窓口で交付

割︶

を支払い︑後日払い戻し申請が必要

利用方法＝病院で一部負担金︵

してください︒

年以内

申請期限＝受診月から

申請先＝国保年金課・市民生活課

持参物＝郵送された通知︑領収書原

本︑子どもの健康保険証︑保護者名

義の口座︑印鑑︑保護者の本人確認

ができる書類︑父・母・子のマイナ
ンバーが分かるもの

※領収書は月単位でまとめて︑受診
月の翌月以降に手続き

※領収書の原本が必要な場合には︑
原本とコピーを持参
申請先＝国保年金課・市民生活課

その決定通知も持参

※加入の健康保険で︑高額療養費や
持参物＝保険証︑受給者証︑印鑑

届け出てください︒

保険証に変更がある場合には︑必ず

号︑記号・番号が記載されています︒

受給者証には︑保険証の保険者番

健康保険証が変わったときは

明書を取り寄せてください

↓前住所地から︑課税︵非課税︶証

●神栖市に住民登録をしていない

ください

↓事前に︑所得の申告を済ませて

●扶養義務者の所得が分からない

郵送された通知にそって︑手続き

3

の封筒で送付します︒窓口での交付
を希望する方は︑
にご連絡ください︒
※地区により︑到着に時間がかかる
場合があります
引っ越しをされる方へ

90

5

住所の異動が多い時期です︒市外
に転出する方は︑転出届とともに保
険証を必ず返却してください︒
また︑次の場合には手続きが必要
ですので︑お問い合わせください︒
●就職で新しい保険証を交付された
↓国保の脱退手続きが必要です
●就学などで転出した
↓生計を維持する方の住所地で︑
引き続き国保に加入できます
国保の各種手続きをする際は︑
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド︑ ま た は
通知カードを

4

21

お持ちください

31

18

3

3

3

90

10

90

6

3

4

3

4

▼神栖市議会

▼受診の際には紹介状を

国保旭中央病院

▼ 生涯スポーツや健康づくりに！

議事課

☎0479︲ ︲8111

選定医療費
負担額の変更
︲1172

定例会開会

☎0299︲

小・中学校の体育施設
開放
︲6496

文化スポーツ課
☎0479︲
日程など︑詳しくはお問い合わせ
ください︒

市内学校の体育施設を開放します︒
対象＝次のすべてを満たす団体
開会日＝

日
︵木︶
︑

平成 年度版
健康カレンダー
︲1331

がぎゅっと詰まった 冊です！

神栖市の健康づくりに関する情報

☎0299︲

健康増進課

▼ ３月１日から配布しています

月 日︵木︶

●市内在住・在勤・在学の 人以上
で構成
︵ 人以上は成人を含む︶
●定期的・継続的にスポーツをする
●構成員全員が傷害保険に加入する
●利用学校の奉仕活動に参加できる
●代表者会議に参加できる
利用期間＝ 団体︑週 回まで
月 日
︵月︶
〜 月
翌年 月 日
︵木︶
〜 月 日
︵日︶
※工 事 の た め︑ 大 野 原 西 小・ 横 瀬

相談窓口を掲載しています︒地区回

乳幼児健診や住民健診などの日程︑

中・波崎二中・波崎四中の一部施

小・ 深 芝 小︑ 神 栖 三 中・ 神 栖 四

90

覧や市内公共機関で配布しますので︑
ご利用くだ
さい︒

日︵木︶〜 日︵火︶必着

歳 未 満 で︑ 中 学 校 以 上 を

試験について
日程＝ 月

日︵木︶

受験料＝１０︑
000円

卒業した方︵卒業見込みを含む︶

対象＝

出願＝ 月

☎0299︲ ︲7278

鹿島医師会附属准看護学院

鹿島医師会附属准看護学院
生徒 二次募集

▼入学試験案内

時にあれば︑選定療養費は不要

※かかりつけ医などの紹介状が初診

●再診時＝２︑700円︵税込︶

●初診時＝５︑400円︵税込︶

ます︒

別にかかる選定療養費の額が変わり

支援病院になるため︑保険診療分と

月から︑旭中央病院は地域医療

63

82

7

2

設は︑利用できない期間あり
時間
時

午前 時〜午後 時

午後 時〜

利用時間＝次のうち
月〜金曜日

事務所

申込先＝文化スポーツ課・神栖教育

※行事などで利用できない場合あり

土・日曜日

9

3

科目＝数学・国語・作文・面接
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9

※申請用紙は申込先または市ホーム
ページから入手可能
申込期限＝ 月 日
︵水︶

市ホームページ
でダウンロード
できます

2

9

10

11

3

44

1

3 28

2

7

9

15

50 3

12

29

1

3

3

1 17

1

4

90

1

4

お知らせファイル

▼３月１日〜７日は

春季全国火災予防運動

︲0119

鹿島地方事務組合消防本部
☎０２９９︲

▼不法投棄の防止に

●木内工業︵株︶︵波崎︶
☎0479︲
●ヤワタデンキ︵波崎︶

︲2554

︲2341

費や手数料などがかかりますので︑

費用＝リサイクル料金のほか︑運搬

☎0479︲

廃棄物対策課

協力店にお問い合わせください

︲1148

市内の
家電リサイクル協力店
☎0299︲
エアコン︑テレビ︑冷蔵庫・冷凍

よるトラブルが増えています︒適正

火災の多くは︑不注意や不始末で

☆適正なリサイクルを！

﹁購 入 店 が 遠 い ﹂﹁廃 業 し て い る ﹂

なリサイクルで︑不法投棄の防止に

庫︑洗濯機・乾燥機は︑購入・買替

﹁処 分 だ け 頼 み た い ﹂﹁自 分 で は 運 べ

ご協力ください︒

起きる人災です︒日頃から︑家庭や

●寝たばこは絶対にしない

ない﹂など︑お困りの場合は市内の

許可を持たない不用品回収業者に

●ストーブは燃えやすい物から離す

協力店へご依頼ください︒

防火のポイント

●コンロを離れるときは︑火を消す

リサイクル協力店

☎0291︲ ︲6131

鹿行家畜保健衛生所

家畜の飼養状況

▼県への報告が必要です

●住宅用火災警報器を設置する

☎0299︲ ︲0721

︵有︶平野電機︵大野原︶
●

●寝具やカーテンには︑防炎品を

●ケーズデンキ神栖店︵平泉︶
☎0299︲ ︲5030
●
︵株︶沼田電器︵知手︶
☎0299︲ ︲2449

日現在の飼育数など

※犬猫︑ウサギ︑インコなどは除く

ほろ鳥・七面鳥

ル・ウズラ・キジ・ダチョウ・ほろ

山羊・馬・豚・イノシシ・鶏・アヒ

対象家畜＝牛・水牛・鹿・めん羊・

詳細は︑お問い合わせください︒

を報告する必要があります︒

も︑毎年 月

飼育している場合︑ペットであって

家畜伝染病予防法により︑家畜を

33

●高齢者や障害者を守るため︑近隣
の協力体制をつくる
住宅用火災警報器促進強化月間

●
︵株︶鹿光電業︵知手中央︶
☎0299︲ ︲3014
●
︵有︶福村電機︵太田︶
☎0479︲ ︲1511
●犬飼電工︵株︶︵土合西︶

1

消防署員が戸別訪問し︑警報器の
設置に関するアンケートをします︒
販売ではありませんので︑ご協力を
お願いします︒
期間＝ 月 日
︵金︶
まで

☎0479︲ ︲5225
●エコー電化サービス︵波崎︶
☎0479︲ ︲2503
●かつうらでんき︵波崎︶
☎0479︲ ︲0068

2

92

95

96

96
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44

44

●住宅用消火器を設置する

店舗に引取義務があります︒

90

職場での防火に気を付けましょう︒

96

その火その時 その場所で﹂

﹁消しましょう

全国統一防火標語

31

40

48

44

44

3

▼申請期 限 が 迫 っ て い ま す

▼３月は︑自殺防止月間

▼８月は︑道路ふれあい月間

国土交通省道路局

推進標語の募集

茨城県障害福祉課

☎ ︲5253︲8111

いばらきこころの
ホットライン
商工観光課
☎029︲301︲3368

雇用促進奨励金

︲1217

業者が新規学卒者を雇用し︑かつ︑

雇用促進のため︑中小・小規模企
す︒周囲で悩んでいる方がいたら︑

心の健康に関する相談に応じていま

県では︑うつ病などの精神疾患や

テーマ＝﹁道路は︑生活の向上と経済

ため︑推進標語を募集しています︒

く︑美しく︑安全に利用してもらう

道路の役割や重要性を認識し︑広

☎０２９９︲

その者が雇用保険に加入してから
ご紹介ください︒

年以上雇用した場合に助成します︒

-3

の発展に欠くことのできない国民共

-15

時〜正午︑

9

時間＝午前

-12

年 月 日〜

15

採用対象期間＝平成

270

有の︑つまりあなたの財産です︒み

99

時

90

4

9

午後 時〜

28

平成 年 月 日

53

んなが道路と親しみ︑ふれあい︑常

平成27年 1173 203

●月〜金曜日

267

に広く︑美しく︑安全に︑共に楽し

84

5

1

市では、潮来市・稲敷市・香取市と「大規
模水害時における広域避難の連携に関する協
定」
を締結しました。
利根川・霞ヶ浦・常陸利根川に囲まれた水
郷地域で、大規模な水害の発生または恐れが
あるときに、住民が市内避難所への避難が難
しい場合、安全な一時避難のため、４市間で
避難所を相互に利用できるようになります。

☎029︲244︲0556

99

90

28

人 万円
︵ 回のみ︶

（2月7日）

く利用し︑次世代に受け継いでいき

街頭犯罪内訳

奨励金＝

31

事業者あたり上限125万円
3

※

新たに災害時協定を締結

●土・日曜日

ましょう﹂

部門＝小学生の部︑中学生の部︑

点︑

3

25 31

日
︵金︶

左から、原 浩道 潮来市長・田口 久克 稲敷市長・
鈴木 神栖副市長・宇井 成一 香取市長

3

1

29

申請期限＝ 月

〜まちづくりのために〜

1

1

1

K

1

0120︲236︲556
1

※祝日・年末年始を除く

一般の部︵高校生以上︶
点

月 日︵金︶必着

計

自動車 オートバイ 自転車

車上
狙い

乗り物盗

賞＝部門ごとに︑最優秀賞
優秀賞

応募期限＝

応募方法＝郵送・Eメール

2

応募先＝国土交通省道路局
道路交通管理課
〒100︲8918
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1

1

︲ ︲

16

-61

31

東京都千代田区霞が関

市内の刑法犯認知件数（平成28年12月末）

03

3

fureaigekkan-h2x5@mlit.go.jp
※詳細は︑国土交通省ホームページ

68

-151

2
をご確認ください

平成28年 1022 142

増減

{

侵入
犯罪

犯罪
総数

年
（比較）

インフォメーション
かみす

親子でキャベツまるごと
体験ジオツアー
キャベツの収穫、出荷、調理を体験

高齢者生きがい講座
ギター講座

案 内

日程＝5月〜平成30年2月の第1・3
水曜日

日時＝3月29日（水）

対象＝市内在住の60歳以上

午前8時30分〜午後2時15分

定員＝20人

集合＝銚子市青少年文化会館

申込日＝3月9日（木）午前10時〜正午

10日間働いた実習成果を発表します。

対象＝小・中学生とその保護者

申込場所＝保健・福祉会館

日時＝3月15日（水）

定員＝30人（先着順）
費用＝大人600円、子ども400円
・

銚子ジオパーク推進協議会

事務局 ☎0479-24-8911

うぃるかみす
協力会員養成講座
うぃるかみすは高齢者や障害者な

午後1時30分〜3時30分

輝く活力ある学校づくり推進事業
波崎高校デュアルシステム

します。

工業化学・情報科の生徒が、企業で

長寿介護課 ☎0299-91-1700

場所＝波崎高校

催 し

体育館

波崎高校 岡野
☎0479-48-0044

神栖市美術展

銚子ジオパーク講演会

日頃から創作活動に励む市民の力作

ど、生活に支えが必要な方向けの有償

を数多く展示します！

在宅福祉サービスです。

部門＝絵画、書、写真、工芸
（陶芸）

今回は、水回り掃除や安全な車いす

午後0時45分〜3時15分

ジオパークと地域振興
講師＝首都大学東京大学院

日時＝3月14日（火）
〜19日（日）

菊池俊夫

教授

日時＝3月16日（木）

介助を学びます。

午前9時〜午後4時

日時＝3月7日（火） 午前10時〜正午

※最終日は午後3時まで

場所＝銚子市勤労コミュニティセンター

場所＝保健・福祉会館

場所＝市民体育館

定員＝100人（先着順）

定員＝20人（先着順）

午後5時30分〜7時

文化スポーツ課 ☎0479-44-6496

申込期限＝3月3日（金）
・

社会福祉協議会

かみす街角ギャラリー

神栖市日中友好協会
映画上映会

☎0299-93-0294
向後寛治写真展「美しき鷺」

オカリナ初心者講座

日程＝3月12日（日）
まで

戦後70年平和祈念映画
「望郷の鐘」

時間＝午前10時〜午後5時
叙情歌を中心に、初歩から楽しく学
びます。
水曜日

中国残留孤児の父・山本慈昭を描い

※最終日は午後3時まで

た物語。
日時＝3月19日（日）

かみす街角ギャラリー

日程＝4月5日〜平成30年3月28日の
午前9時30分〜正午

場所＝保健・福祉会館
対象＝1年間続けられる方

1回目：午後2時30分

☎0299-96-5877

2回目：午後6時

鹿島吹奏楽団
定期演奏会
日時＝3月19日（日） 午後2時開演

費用＝月200円

※午後1時30分開場

申込期間＝3月6日（月）
〜10日
（金）

場所＝鹿嶋勤労文化会館

※オカリナをお持ちでない方

演奏曲＝マードックからの最後の手紙

・
佐藤

オカリナ土笛
;080-1120-4913

ノートルダムの鐘
鹿島吹奏楽団
清水 ;090-7240-9607

上映

上映

場所＝文化センター

定員＝8人（先着順）

はご相談ください

銚子ジオパーク推進協議会事務局
☎0479-24-8911

費用＝前売券

1,000円

当日券

1,200円

※小学生以下は無料
文化センター
ほか

☎0299-90-5511

神栖市公式ツイッター
神栖市の行政情報を受け取ろう！
旬の情報をツイート中！
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みんなのひろば
…申し込み

…問い合わせ

春季バドミントン教室
日程＝4月7日〜5月26日の金曜日
（全7回）

かみすスポーツクラブ
会員募集

募 集

子どもからお年寄りまで、年齢・性

運動教室で体を鍛えよう！

別・運動レベルに関係なく、誰でもス

時間＝午後6時30分〜8時40分
対象・定員＝初心者のみ
●一般
（中学生以上）
＝20人
●ジュニア
（小学4年生以上）
＝20人
費用＝一般5,000円

ポーツを楽しめますよ！

ジュニア3,000円

健康シェイプアップ教室

定期教室

親子
（小学生と保護者）
7,000円

日程＝4月5日〜平成30年3月28日の

スポーツ吹矢、グラウンド・ゴルフ、

申込期限＝4月2日
（日） 午後5時

水曜日
（全49回） 午後7時〜8時

ファミリーバドミントン、健康体操、

・ 武道館 ☎0299-96-7700

場所＝武道館・市民体育館など

ノルディックウォーキング、ヨーガ、

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生

卓球、カヌーなど

以上

開館日・時間

定員＝25人（先着順）

ジュニアバレーボール教室

費用＝毎月2,000円

●火〜土曜日

午前10時〜午後5時

日程＝4月〜平成30年2月の土曜日

申込方法＝費用を添えて直接申込先へ

●日曜・祝日

午前10時〜午後4時

対象＝新4・5年生の女子
（先着順）

申込開始＝3月4日（土）
・

武道館

☎0299-96-7700

かみすスポーツクラブ事務所
☎0299-93-0040

申込期間＝3月2日（木）
〜15日（水）
神栖地区

下肢筋力向上トレーニング教室

時間＝午後1時〜4時

日時＝4月5日〜7月5日の水曜日

場所＝武道館・市民体育館
定員＝4年生20人、5年生20人

（全13回） 午後2時〜3時
場所＝武道館

・ 武道館 ☎0299-96-7700

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生
以上

申込開始＝3月4日（土）
申込方法＝費用を添えて直接申込先へ
武道館

時間＝午前9時〜正午
ノルディックウォーキング教室

費用＝4,000円

・

波崎地区

定員＝40人（先着順）

☎0299-96-7700

土合体育館スポーツクラブ

子どもゆめ基金助成活動
自然から学ぶこども防災キャンプ

場所＝土合体育館
定員＝4年生20人、5年生若干名
・ 土合体育館
☎0479-48-0019

春のエネルギーを感じる

グラウンド・ゴルフ協会
会員募集

ぎょう ぶ

4・5月はコアトレーニング、6・7

刑部岬、観光遊歩道、飯岡漁港での

月はピラティス、9月は骨盤調整ヨガ

楽しい探検、伝声管に関するおもしろ

を楽しめます。

い実験をします。

日時＝4月6日〜9月28日の木曜日

日時＝3月19日（日）

に挑戦しましょう！

みんなで楽しくグラウンド・ゴルフ

午前9時30分〜午後3時30分

場所＝神之池グラウンド・ゴルフ場

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生

集合＝刑部岬展望館

対象＝市内在住・在勤の方

以上

（全20回） 午前10時〜11時

定員＝30人
（先着順）

費用＝年3,000円

費用＝会費1,000円／1回500円

対象＝小学生
（園児・家族も歓迎）

申込先＝武道館

申込開始＝3月2日（木）

費用＝1,000円（昼食代含む）

申込方法＝費用を添えて直接申込先へ

定員＝30人（先着順）

申込方法＝会費を添えて直接申込先へ

・ NPO光と風

・ 土合体育館 ☎0479-48-0019

☎0479-57-5769
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神栖市グラウンド・ゴルフ協会
大髙

;090-7001-1407

3 9（木）

国選択無形民俗文化財
さい

春の訪れを告げる

広報かみす 第255号 2017年3月1日号

紙面のQRを読み取ると、市ホームページなどが表示されます（通信料がかかります）

開催

とう

さい

祭頭祭

祭頭祭は、年間80回を数える鹿島神宮の行事の
中で、最大規模を誇る勇壮なお祭り。鹿島地方に春
を呼び、五穀豊穣や健康を願います。毎年3月9日、
ばやし

あざやかな衣装を身にまとい祭頭囃を囃しながら、
樫棒を組んでは解きを繰り返して練り歩きます。
神宮を境に北と南から当番字が選ばれ、左方・右
方に分かれます。今年は奥野谷郷（地区）
が左方に選
ばれ、昭和18年以来、74年ぶりに囃すことが決定！
3月5日（日）には息栖神社への奉納もあり、皆さ
ん練習に力が入っています。

親子で学ぼう！水素エネルギー

政策企画課☎0299-95-9366

編集/発行：神栖市 企画部 市民協働課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5

使っても二酸化炭素の出ないクリーンな新エネルギーとして、注目が集まっている「水素」。神栖市では、
他のまちに先駆けて取り組んでいくため、
「神栖市水素エネルギー利活用戦略」の策定を進めています。
この機会に、水素のことを楽しく知ってみませんか？

日時

3月19日

場所

午後1時〜4時

中央公民館
民館

当日は、イベント盛りだくさん！

URL http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
E-mail info@city.kamisu.ibaraki.jp

水素エネルギーってなに？

水素で走る！

神栖市でもできる水素の利活用モデルをご紹介！

試乗体験会
会

水素で生活がこんなに変わる！？

水素を燃料に走る
燃料電池自動車に
乗ってみよう！

水素エネルギーが生活に浸透したエコで快適な
将来予想図を見てみよう！

鹿島アントラーズ

実験キットで楽しく学ぼう！
燃料電池や水電解の仕組みを
実験で知ろう！

ホームタウン感謝祭！

AFCアジアチャンピオンズリーグの２試合に、

鹿島アントラーズコールセンター☎0299-82-5555

市民の皆さんを無料でご招待！
選手たちの熱い戦いを、スタジアムで応援しましょう！
試合日程

引換券のダウンロードはコチラ！

午後7時キックオフ

3月14日（火） VS ブリスベン・ロアー FC
（オーストラリア）
5月10日（水） VS ムアントン・ユナイテッド（タイ）
会場＝カシマサッカースタジアム

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

観戦＝自由席（サポーターズシート）
チケット引き換え
試合当日、スタジアム第3ゲート横の特設ブース窓口で
引き換えが必要です。
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