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（仮称）防災アリーナの規模等の

見直し検討結果について❷
鹿島労災病院の利活用を検討します❹
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日頃の成果を披露！
生涯学習ふれあいまつり
日頃の練習成果を発揮する舞台として、うずもコミュニティ
センターで
「生涯学習ふれあいまつり」
が開催されました。
息の合った演奏の大正琴、プロ顔負けの歌声のカラオケ、
かわいい子どもたちのチアダンスなどが披露され、会場は拍手
と笑顔でいっぱいになりました。

（仮称）
防災アリーナの規模等の見直し

「検討の結果、見直しによる明確な
削減効果は認められませんでした」
施設管理課☎0299-90-1168
昨年
月に行われた住民投票の結果は︑見直

しをすべきという声が多数でございました︒

市長就任時には︑すでに建設が進んでおり︑

見直しは大変厳しい状況でしたが︑このような

年間という運

市民の皆さんの声に応えるべく︑温水プールと

音 楽 ホ ー ル の 見 直 し の ほ か︑

営・維持管理期間を見直すことで︑事業費の削

減が可能か検討を続けてまいりました︒

そ し て︑ 事 業 者 で あ る 神 栖 防 災 ア リ ー ナ

PFI株式会社に対し︑見直しについてしっか

りと要請してまいりましたが︑PFI手法を導

入した本事業では︑多くの企業が事業体を構成

し 参 加 し て い る た め︑ ひ と つ の 見 直 し に よ る

影響が多岐に及ぶことから見直し可能な範囲に

日程＝

は制限があり︑期待する回答を得られませんで

した︒

このような状況において︑少しでも事業費を

削減するため︑一級建築士や弁護士などの専門

家を含む内部検討チームを設置し︑諸室の用途

変更や部材の見直し︑備品の削減や運営・維持

管理期間の短縮など︑多方面から検討してきま

したが︑明確な削減効果は認められないとの結

論に至りました︒

つきましては︑市民の皆さんに検討結果をご

説明し︑ご意見をお聞かせいただきたく︑意見

進

交換会を開催いたしますので︑ご参加ください

ますようお願いいたします︒

神栖市長 石田

意見交換会を開催します

15
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皆さんのご意見をお聞かせください。

3月10日（土）

●午前10時〜

矢田部公民館

●午後 ２ 時〜

中央公民館

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせにご協力ください

これまでの経緯
平成 年

29

平成
年

30

12. 6
12. 7

市長が事業者と面談し、音楽ホールと温水プールの見直し、契約の見直しについて検討を要請。
事業者と見直しについて協議するため、運営協議会の設置を依頼。

12.13
12.18
12.25

関連企業から成る特別会議において、見直しに係る意見交換。
音楽ホール及び温水プールの見直しに係る概算事業費の算出等について事業者へ依頼。
運営・維持管理期間の変更に係る概算事業費の算出等について事業者へ依頼。

12.27
1.16
1.24

市と事業者で協議する運営協議会を設置。また、協議会を支援するため、建築やPFI事業、法律の
専門家などによる
「アリーナ見直しに係る内部検討チーム」を組織し、第１回内部検討会を実施。
運営協議会での協議事項などを調整するため、第1回運営協議会事務局会議を開催。
事業者からの見直しに係る概算事業費に関する回答を議題に、第2回内部検討会を実施。

1.25
1.26

第2回運営協議会事務局会議での事前調整を経て、第1回運営協議会を開催。
運営協議会の結果を踏まえ、内部検討チームによる内部調整を実施。

1.30

内部検討チームによる報告書が市長へ提出。
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内部検討チームによる検討結果
事業者へ見直しの検討を要請した時点で、すでに基礎工事の大部分が完成していたことから、基礎の取り壊
しはせず、可能な範囲で諸室の用途などを見直して事業費の削減が可能か、契約上のリスク分担などを踏まえ
て検討した結果は以下のとおりとなります。
見直しにより工事費は削減可能ですが、工事が進んでいる現段階では、計画変更に伴う設計業務の費用、各
種申請費用、変更工事に係る費用に加え、変更設計や許認可機関の審査に時間を要する場合は、その間の工事
中断に伴う費用が追加で発生します。また、温水プールや音楽ホールなどの見直したことで生じる利用料収入
の減額分は、市で負担しなければなりません。
さらに、事業契約に係る要求水準書の見直しに要するアドバイザー費用や契約変更に伴う弁護士費用、補助
金への影響など、新たな費用も発生し、削減できる要素より増加してしまう要素が多いと想定されます。
なお、運営・維持管理期間の短縮については、短縮に伴う逸失利益に対する補償、損害賠償などが発生する
ことから、費用削減の効果は見出せませんでした。
以上のことから、費用面でのメリットが認められないため、見直しは困難であると考えられます。

市の要請に対する事業者からの回答
市から見直し検討を要請した主な内容について、事業者からは次のとおり回答がありました。

内容

事業者からの回答

プール関連施設
ジャグジーを廃止

●施工費の削減が見込めますが、変更に伴う設計業務の追加費用、各種申請
費用その他の追加費用、ジャグジーに代わる工事の追加費用が発生します。
●運営・維持管理業務については、期待する削減効果はありません。

可動床（水深可変）を全面
から半面に変更

●施工費の削減が見込めますが、変更に伴う設計業務の追加費用、各種申請
費用その他の追加費用、変更による工事の追加費用が発生します。
●運営・維持管理業務については、期待する削減効果はありません。

ホール関連施設

音楽ホールや控室、調整室
などを市民交流室に変更

●施工費の削減が見込めますが、変更に伴う設計業務の追加費用、各種申請
費用その他の追加費用、変更による工事の追加費用が発生します。
●変更設計期間のほか、許認可機関の審査に最大８〜10カ月を要し、工期
の変更が必至となるため、追加費用が発生します。
●会議室などの利用料収入の減少が予想されます。収入が減少した場合、運
営業務の対価が増加します。
●集客効果がなくなり、カフェなどの運営に重大な影響が予想されます。

運営・維持管理業務
事業期間の短縮

概算事業費の算出は困難ですが、短縮に伴う合理的な追加費用や逸失利益に
対する補償、損害賠償などが発生します。

開業記念イベントの中止

集客効果がなくなり、利用料収入の減少が予想されます。収入が減少した場
合、運営業務の対価が増加します。

その他
備品の削減

3
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備品費の削減が望めますが、各種備品を使用するプログラムなどが開催でき
なくなることによって収入が減少した場合、運営業務の対価が増加します。

鹿島労災病院の利活用を検討します
健康増進課☎0299-90-1331
市では、神栖済生会病院と鹿島労災病院の
再編統合で役目を終える鹿島労災病院の建物
について、利活用調査を検討しています。
この調査は、鹿島労災病院の建物を有効利用
できないか検討するため、施設の構造や改修
に伴う費用などについて調査するものです。
調査後には、市民の皆さんにも参加してい
ただきながら、利活用検討協議会を設置する
予定で、医療機能や福祉機能、保健機能、そ
の他さまざまな行政サービス機能などの利活
用について、幅広く検討していきます。

認知症高齢者を守る

徘徊模擬訓練
地域包括支援課☎0299-91-1701
厚生労働省によると、認知症の方は全国で約462
万人と推計され、神栖市で認知症と認定された方は
1,400人を超えています。
認知症による徘徊が原因とされる行方不明者は、
年々増加していて、平成28年には1万5千人を超えま
した。
（警察庁
「平成28年における行方不明者の状況」
より）
誰かが一声かけてあげることで、早期発見ができ、
行方不明となるのを防止できるかもしれません。興味
のある方は、ぜひ訓練にご参加ください。

日時＝3月20日（火） 午後1時〜4時
※雨天決行、荒天中止
場所＝神栖中央公園 集合
プログラム
午後１時
訓練の説明など
午後２時
声かけ訓練
平泉児童センターと葵の園神栖から、徘徊者役
が神栖中央公園に向かって来るので、声かけを
実践してみましょう
午後3時10分 訓練報告会
※訓練終了後、認知症への理解を深めたい方に
向けて、認知症サポーター養成講座を実施

神栖市メールマガジン
欲しい情報を
選んで登録！

毎週水曜日配信
●イベント・観光
●子育て
●くらし

市民協働課☎0299-90-1123
随時配信
●防災行政無線

空メールを送って、返信されたメールにそって
手続きをしてください。

{e-kamisu-city@xpressmail.jp
ご利用には事前登録が必要です。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となります。
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津波避難訓練
3月11日（日）
午前9時〜正午

防災安全課☎0299-90-1149
※今回の訓練は、市内一斉での実施ではありません
※気象警報などにより中止する場合は、防災行政無線
や神栖市メールマガジンでお知らせします

当日は、防災行政無線などで大津波警報、避難指示の情報をお知らせしますので、最寄りの避難場所へ徒歩
で避難してください。
避難完了までにかかる時間をこの機会に確認しましょう！

対象＝波崎一中学区22地区

避難場所＝11カ所

東町、仲町、西町、東仲島東、東仲島西、西仲島、

波崎小、波崎西小、波崎一中、波崎東ふれあいセン

東明神町、東明神前、明神前、浜新田、本新町、海

ター、総合支所・防災センター、波崎灯台跡公園、

老台、本郷、高野、舎利浜、芝、仲舎利、別所、内

漁業集落緑地広場、旧波崎済生病院、ノヴァホール

出、荒波、松本、石津

ホテル梅はら、サンシャインホール雅、豊ヶ崎住宅

訓練想定
3月11日
（日）午前9時、茨城県沖を震源とするマグニチュード7規模の地震が発生。神栖市では、震度6強を
観測し、多数の家屋が倒壊した。
午前9時03分、気象庁から茨城県沿岸に「大津波警報」が発表され、地震発生から20分後に津波第1波が到達、
続いて数回にわたり津波が襲来する。

第１部

第２部

津波避難訓練（波崎一中学区）

講演会・各種訓練（波崎小でのみ実施）

9時00分 地震発生

10時00分 講演会

9時03分 大津波警報発表

10時40分 炊き出し訓練、初期消火訓練、

津波避難訓練（避難指示後に避難を開始）

応急手当訓練、煙体験、

9時45分 大津波警報解除

展示コーナー

9時50分 避難訓練終了（波崎小以外の会場は終了）

炊き出し訓練

注意事項
5
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初期消火訓練

12時00分 防災訓練終了

応急手当訓練

煙体験

●当日は訓練対象地域の防災行政無線からサイレンが鳴ります
●エリアメール・緊急速報メールを市内の対応する携帯電話に配信するため、アラーム音が鳴ります
●火の元や戸締りを確認し、交通事故などに注意して避難してください
●原則、避難行動要支援者の支援などに使う場合を除き、車は使用しないでください
●ノヴァホールホテル梅はら以外の避難場所では、建物内にペットは入れません
第277号
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政策企画課☎0299-90-1120

2月24日、明治安田生命Jリーグ2018
シーズンが開幕しました。
我らが鹿島アントラーズは、全冠制覇 を目標に
掲げ、一試合一試合を戦っていきます。ホームタウ
ンの皆さんも、誇るべき地域の宝である鹿島アント
ラーズを全力で応援しましょう。
アントラーズ・ホームタウン協議会は、鹿島ア
ントラーズを通して、ホームタウンの皆さんの
元気 につなげるため、今後も鹿行
5市連携のもと活動していきます。

All Photos

©KASHIMA ANTLERS

ームタウンの皆さん、いつも応援

ホありがとうございます。昨シーズ
ン、選手たちは皆さんの力強い声援を背
に、最後まで戦い抜くことができました。
心より感謝申し上げます。
今シーズンは、クラブスローガンに掲
げた「Football Dream こえる」が示す
とおり、これまでの自分たちを超え、全
冠制覇という大きな目標に挑戦していく
一年になります。国内３大タイトルであ
るJリーグ、ルヴァンカップ、天皇杯、
そして、未だ手にしていないAFCチャ
ンピオンズリーグ優勝を目指します。
昨年はファン、サポーターの方々に悔
しい思いをさせてしまいました。今年は
すべてのタイトルをつかみ取るため、も
う一度選手たちと向き合い、新しいチー
ム作りを進めていきます。皆さんと喜び
を分かち合えるよう、強い気持ちでシー
ズンを戦い抜きますので、ぜひカシマス
タジアムで声援を送ってください。優勝
を目指してともに戦いましょう。
鹿島アントラーズ
監督 大岩 剛

アントラーズ・ホームタウン協議会Presents
〜ホームタウン5市で、アントラーズを応援するページを掲載しています〜
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神栖市
奨学生募集
申・

学務課☎0299-77-7347

市では、経済的な理由で修学が困難な
学生に対し、資金の貸与や給与をしてい
ます。
対象＝次のすべてを満たす方
●世帯の市税などに未納がない
●市内に1年以上住所を有する方の子や
兄弟姉妹

貸与（大学、専門学校生など）
資格＝平成30年度に、学校教育法に基づく
「大学」
「専門学
校」
「高等専門学校の4・5年」に在学する方
定員＝20人 貸与＝月額35,000円
返済期間＝修学後10年以内
※他の奨学金制度、神栖市教育ローン利子補給制度との
併用不可
【飯田愛子奨学基金】
市奨学資金の貸与を申し込んだ方に、入学一時金も
貸与しています。
定員＝20人
貸与＝50万円 ※入学初年度のみ申請可能
返済＝修学後5年以内

●健康で学業・人物ともに優秀である
※成績や収入には基準があります
出願期間＝4月2日（月）〜13日（金）
午前9時〜午後5時
※必要書類は学務課・波崎
教育事務所で入手可能
▲

詳細はこちら

給与（高校生）
修学後の返済は不要です。
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30年度に、高等学校に在学する方
定員＝8人 給与＝月額7,000円

将来、医師・看護師として
神栖市で働きたい方を応援！
健康増進課☎0299-90-1331

医師修学資金

共通

申・

申込期間＝4月2日
（月）
〜13日（金）
※入学一時金は、入学年度のみ申し込み可能
※他の修学資金を貸与されている方や貸与される見込
みのある方は申し込み不可

対象＝医師として市内病院に勤める意欲のあ

返還免除＝貸与期間終了後、市内病院で貸与期間と同

る、医学部などの大学生や大学院生

じ期間を勤務すれば免除

貸与額＝月額20万円、入学一時金120万円

※入学一時金を貸与された方は、1年加算

貸与期間＝貸与決定の月〜大学や大学院を卒

決定＝書類審査と面接による
▲

業する月

詳細はこちら

さらに、医師を目指す学生には

看護師修学資金
対象＝市内に1年以上住んでいる方の子や兄

医師教育資金利子補給制度
教育資金にかかる利子を補給します。

弟姉妹で、看護師として市内病院に勤める意

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

欲のある看護学生

金の融資を受けている方

貸与額＝月額5万円、入学一時金60万円

対象融資限度額＝3,000万円

貸与期間＝貸与決定の月〜大学や看護学校を

対象金融機関＝（株）日本政策金融公庫、預貯金取扱金融機関

卒業する月

補給率＝融資を受けた資金にかかる支払利子の100％

定員＝5人

※支払遅延による利子などは除く
補給期間＝正規の修学年数（上限6年間）
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神福

医療福祉費受給者証

神福の対象です

なりますので︑ご注意ください︒

中学生までの場合と助成方法が異
す︒

割︶
窓口で手続きしてください

次の方は︑郵送された通知にそって

申請先＝国保年金課・市民生活課

申請期限＝受診月から 年以内

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︵

歳に

対象＝義務教育終了後から︑

なって最初の 月 日まで

※障 害 者 や ひ と り 親 家 庭 の 区 分 で

医 療 福 祉 費 を 受 給 し て い る 方 は︑
月末の更新です

●扶養義務者の所得が分からない
⬇事前に所得の申告が必要です

持参物＝郵送された通知︑領収書原

本︑受給者の健康保険証︑保護者名

義の口座︑印鑑︑保護者の本人確認

●神栖市に住民登録がなかった

⬇前住所地から課税︵非課税︶
証明

ができる書類︑父・母・子のマイナ

※領 収 書 の 原 本 が 必 要 な 場 合 に は︑

月の翌月以降に手続き

※領収書は月単位でまとめて︑受診

ンバーが分かるもの

書を取り寄せてください
健康保険証が変わったときは

受給者証には︑保険証の保険者番

号︑記号・番号が記載されています︒

保険証に変更がある場合は︑必ず届

※高額療養費や付加給付を受けてい

原本とコピーを持参
申請先＝国保年金課・市民生活課

る場合には︑その決定通知も持参

け出てください︒
持参物＝保険証︑受給者証︑印鑑

8
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国保年金課からのお知らせ
国 民 健 康 保険被保険者 証

︲1143

月 か ら 高 校 生 相 当 に な る 方 も︑

国保年金課☎0299︲

福祉費受給者証が切り替わります︒

月から中学生になる方は︑医療

●就職で新しい保険証を交付された

新しい受給者証は 月中に届きま

●就学などで転出した

⬇国保の脱退手続きが必要です

次の場合は別途手続きが必要です︒

国保年金課☎0299︲ ︲1142

日︵火︶に発送します︒

月か ら 有 効 の 保 険 証 を 白 色 の 封
筒で 月
窓口交 付 を 希 望 す る 方 は ︑ 月
日︵金︶までにご連絡ください︒

⬇ 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
歳以上 歳未満の方へ
今回の更新から︑被保険者証が高
齢受給者証の内容を記載した 枚の
カードになります︒
月からは︑被保険者証兼高齢受

90

31

18

3

3

※地区により︑到着に時間がかかる

日に

4

6

場合が あ り ま す
有効期限

歳未 満 ＝ 平 成 年 月 日 ま で
日〜平成 年 月

給者証 枚で医療機関を受診できま

3

4

90

すので︑お持ちの高齢受給者証は破
棄してください︒

5

被保険 者 証 と 高 齢 受 給 者 証 の 一 体
●
月

化に伴い︑有効期限が変わりました︒
※
日生まれは前月末まで︶
月

歳にな る 方 は ︑ 誕 生 月 の 末 日 ま で
︵
歳以 上 歳 未 満 ＝ 平 成 年

日〜 月 日に 歳になる

日ま で
月

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

1

9
70

7

75

3

1 31

30

1

7 7

75

●

31 31

31

方は︑ 誕 生 日 の 前 日 ま で

7

引っ越し を さ れ る 方 へ

※

75

70

20

2

2

4

4

3

4 70

4 31 70 1

介護予防

申・

地域包括支援課☎0299-91-1701

通所型短期集中サービス
転倒予防や栄養・口腔ケア・認知症予防などを学び、一緒に楽しみながら体操を
します。
関節に痛みのある方や持病をお持ちの方でもその人に合った体操ができますよ！
対象＝市内在住の65歳以上の方
※要支援と認定された方も参加できます
（通所サービス利用者を除く）
定員＝15人
（初めての方を優先）
費用＝1回100円
（乗り合いタクシーの利用は別途100円）

次の５つのうち、３つ以上あてはまる方にオススメ！
●手すりを使ったり壁をつたったりして階段を昇る
●椅子から立ち上がる際、何かにつかまってしまう
●普段の生活で、15分続けて歩くことがない
●この1年間に転んだことがある
●転倒に対する不安が強い

教室名
（会場）
神栖市通所型短期集中リハビリ教室
（保健・福祉会館）
済生会イキイキ教室
（うずもコミュニティセンター）
波崎さざなみ倶楽部
（矢田部公民館）

対象

実施日

第１圏域
主に溝口から北・西の地域

4月12日〜6月21日 毎週木曜日
午前10時〜11時30分

第２圏域
主に知手・東和田〜太田・須田

4月10日〜6月19日 毎週火曜日
午後2時〜3時30分

第３圏域
主に矢田部から南

4月13日〜6月29日 毎週金曜日
午後2時〜3時30分

※参加の可否については別途基準がありますので、詳細はお問い合わせください
※手続きにお時間をいただきますので早めにお申し込みください（新規の方には、介護保険証を発行）

シルバーリハビリ体操
関節の柔軟性を高めて筋力を強化しましょ
う！
定期的に集まって体操したい方、同年代の皆
さんと一緒に楽しく身体を動かしませんか？

時間＝午前10時〜11時30分
対象＝市内在住の65歳以上で、自分で通える方
定員＝60人（先着順）

教室名（会場）
かみす教室（保健・福祉会館）

実施日
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

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
※希望の教室が定員を超えた場合、他の教室を
毎週木曜日
（はさき福祉センターまたは矢田部公民館）
ご案内することがあります
はさき教室（はさき生涯学習センター）
毎週木曜日

9
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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
午前10時〜午後5時
（午後0時30分〜1時30分は閉館）

中央公民館図書室
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
中央図書館☎0299-92-3746

休館日：毎週月曜日と3月7日（水）

3

とお別れをする季節でもあ

こども映画会 午後2時30分
3月10日
（土）
「忍たま乱太郎／忍術学
園全員出動の段 劇場版アニメ」
3月17日
（土）
「まんが 世 界 昔ばなし
19／どうしていぬとねこは仲がわる
いのか ほか」
3月24日
（土）
「マイメロディの赤ずき
ん、キキとララの青い鳥」
3月31日
（土）
「くまのアーネストおじ
さんとセレスティーヌ」

一般映画会 午後2時30分
3月25日
（日）「完全なるチェックメ
イト」
らっこちゃんタイム 午前11時
3月2日
（金） 「はるのおはなし」
※3歳の誕生月には絵本をプレゼント
おはなし会 午後4時
3月2日
（金）「はるのおはなし」
おはなしボランティアの会 ひまわり
3月17日
（土）
・24日
（土） 午後2時
赤ちゃんタイム
毎週木曜日 午前10時〜正午

ります︒

図書館イベント

中央図書館

3

日は桃の節

●学研もちあるき図鑑シリーズ

月

●学研の図鑑LIVEシリーズ

また︑

●小学館の図鑑NEOシリーズ

句︒女の子の健やかな成長

すので、ぜひご活用ください。

を祝う行事です︒ひな人形

専用でしたが、今後は貸し出しができま

の飾り方は時代や地域に

次の図鑑は、これまで館内での調べ物

今月の本棚
よって異なり︑歴史を感じ

石橋英郎さんからの寄付により、新たに図鑑を購入しました。

ることができます︒

か︒

寄付金で貸出用の図鑑を購入しました

今月は﹁春の本﹂です︒

子ども向け4,920円

まだまだ寒さは残ります

スポーツ雑誌10,800円 経済誌35,880円

おひさまの光が暖かく感じ

1年間価格の例

が︑図書館で春の訪れを感

対象雑誌＝約150タイトルから選定

3

るようになってきました︒

提供場所＝中央・うずも図書館いずれか

月は卒業や就職︑転勤︑ じてみてはいかがでしょう

広告を掲示できます。

進学など︑それまでの環境

年間の購入代を負担して

雑誌スポンサー募集中！ いただくと、雑誌カバーに

うずも図書館
キッズタイム
毎週金曜日 午後3時〜6時

はさき生涯学習センター
おはなし会
3月10日
（土）
・24日
（土） 午後2時

※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？

健康増進課☎0299-90-1331

こころの不調

保健師です

症状
□何に対しても興味が持てない

特に、
要注意！

□やる気が出ない
□落ち着かない、イライラする
□もの悲しい
□自分を責める

うつ病は3月が要注意！

□眠れない
□食欲、体重が落ちた

体の不調

3月は卒業や就職・転勤など、何かと環境の変化
が多い時期。うつ病は環境の変化や強いストレス、
性格的な要因が関係していると考えられています。
うつ病は神経伝達物質の減少が招く身体的な病
気。個人差が大きいものの、症状をコントロールす
る薬や治療法がきちんとあります。症状をそのまま
にせず、まずは周囲へ向けて口に出してみることが
大切です。また、相談窓口への相談や専門病院の
受診をしてみましょう。

□憂うつだ

□疲れやすい、だるい
□首、肩のこり
□頭が重い、頭痛
□下痢、便秘
□過度の発汗
□息切れ、苦しい

など

相談窓口＝本人や家族からの相談に応じます
●茨城いのちの電話 ☎029-855-1000
（24時間）
●こころの相談
（神栖市社会福祉協議会） 神栖本所☎0299-93-0294 波崎支所☎0479-48-0294
●かみす健康ダイヤル24 10120-1331-69
（24時間年中無休）※非通知設定の電話からは利用できません
迷ったときは健康増進課までお気軽にご連絡ください。

消費生活
センター通信
「お試し価格」に注意！
定期購入になっていませんか？
通販の広告などでよく見かける、
「お試し価格」の
文字。
思わず「お試し価格なら大した額ではないし、1回
買ってみようかな」となりそうですが、内容をよく
確認してみましょう。実は、定期的に商品を購入す
ることを条件に、初回のみ安くなるような契約に
なっている場合があります。
通常時間に相談できない方へ
（要予約）
3月14日（水）＝夜間相談
（午後6時30分まで）

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）

11 広報かみす 第277号

よくある事例
通信販売で
「お試し価格500円」
の健康食品を注文した。一度限り
と思ったが、2回目が届いた。驚
いてサイトを確認すると、定期購
入になっていた。解約したいが、
電話が繋がらない。

お試し

価格

こんな広告には要注意！
「 お試し価格」や「初回無
●インターネット通販では、
料」など、1回だけと勘違いさせるような広告が多
く見られるので気をつけましょう
●購入条件などは文字が小さくなっていることも。
定期
購入になっていないかどうか、必ず確認しましょう
●
「お試し価格！」のような大きな文字ばかりが目につ
きますが、内容をよく確認しましょう
被害にあわないために
訪問販売などと異なり、ネット通販などではクーリ
ング・オフができません。
「お試し価格だから」
「 一回だけなら」と安易に考え
ず、購入・解約の条件や返品について契約内容をよく
確認しましょう。
また、証拠として広告や注文画面などは、すべてコ
ピーをしておきましょう。

神栖市ホームページ www.city.kamisu.ibaraki.jp/
困ったとき、わからないとき、
どうぞご利用ください

17 土

18

【休日当番医】…神栖済生会病院
海浜庭球場…すずらん杯ソフトテニス大会
日
土合体育館…神栖市空手道選手権大会
文化センター…南こうせつコンサートツアー2018 〜おもかげ色の空〜

市民相談 詳細はお問い
合わせください
■消費生活相談 月〜金曜日
第2水曜日は午後6時30分まで
消費生活センター ☎0299-90-1166

19 月

■家庭児童相談
（要予約） 月〜金曜日
こども課

☎0299-90-1205

■ニートやひきこもりの就労支援相談

20 火

（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
水 【休日当番医】…鹿嶋ハートクリニック、神栖済生会病院（小児科のみ）

21 祝
22

市民体育館…神栖市長杯卓球大会（中学生）

■教育に関する悩みの相談

■子育てカウンセラーによる相談（要予約）

市内小学校…卒業式
木 文化センター…春の神栖寄席
春風亭小朝・春風亭昇太 二人会

第２日曜日、第４水曜日
こども課

☎0299-90-1205

■不登校に関する電話相談

23 金

月〜金曜日

☎0299-77-7544

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 水・金曜日
水戸地方法務局鹿嶋支局

24 土

☎0299-83-6000
矢田部小学校…閉校記念式典

■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・福祉総合相談

25 日 【休日当番医】…城之内医院、神栖済生会病院（小児科のみ）

月〜金曜日
社会福祉協議会
神栖本所

26 月

☎0299-93-0294

波崎支所 ☎0479-48-0294

保健センター…４カ月児健診

■法律相談
（要予約） 月４回
市民協働課

☎0299-90-1123

■行政相談 第2火曜日

27 火

市民協働課

☎0299-90-1123

■ボランティア相談

28 水

社会福祉協議会 月〜金曜日

保健センター…離乳食教室（初期）

神栖本所 ☎0299-93-0294
波崎支所 ☎0479-48-0294
市民活動支援センター 火〜金曜日

29 木

土・日曜日、祝日は午後5時まで
☎0299-77-8725

30 金
31 土

保健センター…１歳６カ月児健診
大野原児童館…臨時休館（〜31日）
DCMホーマック神栖店…献血

困りごと相談窓口

市民体育館…神栖市ラージボール卓球大会（一般）

市の人口（
男

平成 30 年 1 月末日現在

）内は前月比

女

合計

世帯数

48,966 人（＋ 6） 46,335 人（− 59） 95,301 人（− 53） 40,647 世帯（＋14）

どこに相談したらいいか分からないときに、
市の適切な部署や関係機関をご案内します。
受付場所＝市民協働課
「困りごと相談窓口」
受付時間＝開庁日
午前8時30分〜午後5時
専用電話＝☎0299-77-7616
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お知らせカレンダー
月 March

日曜開庁

（毎月第2・4日曜日）

市役所 ☎0299-90-1111

総合支所 ☎0479-44-1111

1木

市内高校…卒業式

2金

保健センター…1歳6カ月児健診
カインズホーム神栖店…献血

3土

海浜球場ほか…黒潮杯少年軟式野球大会（4日・8日）
ゆ〜ぽ〜とはさき…営業再開

4日

【休日当番医】…牧医院、神栖済生会病院（小児科のみ）
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

3月11日、25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
☎0299-92-7200
神栖済生会病院 ☎0299-97-2111
白十字総合病院 ☎0299-92-3311
鹿嶋ハートクリニック ☎0299-77-8888
城之内医院
☎0299-92-1261
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

5月

ふれあいセンター湯楽々…臨時休館（〜19日まで）

6火

保健センター…４カ月児健診

7水
8木
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 ☎0479-44-6490
午前8時30分〜正午
※専用容器は随時配布しています

9金

保健センター…３歳児健診
白十字総合病院…献血

10 土
問い合わせ先一覧
保健センター（健康増進課）
☎0299-90-1331

11

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

【休日当番医】…白十字総合病院、神栖済生会病院（小児科のみ）
波崎第一中学校区…津波避難訓練
日
文化センター…岡村孝子コンサート2017-2018 T s GARDEN
DCMホーマック神栖店…献血

12 月

13

市内中学校…卒業式
保健センター…育児栄養・母乳相談
火 市民体育館…神栖市美術展（〜18日）
JA波崎共撰所…農業用廃ビニール収集（波崎地域）
受付 午前8時30分〜11時

14 水
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15 木

保健センター…献血

16 金

保健センター…１歳６カ月児健診

新「知手配水場」完成にともなう配水系統切替作業
水道課☎0299-90-1165
東日本大震災により甚大な被害を受けた
現在の知手配水場に代わり、新たに配水場
施設が完成しました。
新施設への配水系統切替作業後、水道の
水圧が変動したり、水道管内のさびなどに
よる濁り水が発生したりする場合がありま
す。
ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協
力をよろしくお願いします。

万が一、濁り水などが発生
生
した際は、3分間ほど水道の
の
蛇口から捨て水をしてくださ
さ
い。その後も解消されない場
場
合には、お手数ですが水道課
課
までご連絡ください。

❸

❶

❷
知手・東和田〜
大野原・息栖・東深芝の地域
3月22日
（木） 午後11時〜
砂山〜矢田部の地域
3月26日
（月） 午後11時〜
※都合により、日程は変更と
なる場合があります
断水にはなりませんが、給水所を設置します
■3月23日
（金） 午前5時〜
❶（新）
知手配水場 ❷神栖中央公園 駐車場
■3月27日
（火） 午前5時〜
❶（新）
知手配水場 ❸若松公民館 駐車場

かみすイーブックスで広報紙を簡単ゲット！
市民協働課☎0299-90-1123
「新聞を購読していないから、広報紙が手に入らない」
「公共施設まで広報紙を取りに行くのは、ちょっ
と…」そんな方には電子書籍が便利です！
広報紙のほか、市の発行物も随時更新していますので、ぜひ覗いて見てください。

かみすebooksを見るには
次のQRコードを読み取るか、または
「イバラキイーブックス」
で検索！
トップページのメニューを開いて、
「かみすebooks」を選択する

※通信料がかかります

広報かみす

2018年3月1日号 14

公用車に有料広告を掲載しませんか
契約管財課☎0299-90-1132

詳細はこちら

１カ月の走行距離は約1,200km以上！
県内外さまざまな場所を走る公用車に、広告を掲載してみませんか
広告の形状＝マグネットシートやラッピングフィルムなど、簡単に
貼り付けたりはがせたりするもの
掲載期間＝4月1日〜9月30日
掲載の上限
●大型乗用車＝1事業者につき1台
●その他の車＝1事業者につき10台
申込方法＝申込書と広告原稿を郵送または持参
申込期限＝3月15日（木）必着
※募集枠を超えた場合は、市内の事業者を優先し、抽選します
種類
軽自動車
小型貨物車

小型乗用車
普通乗用車

▼公用車側面

緑枠の位置に
掲載されます

募集台数

掲載位置

規格

20台

両側面

縦35cm×横 50cm

24,000円╱6カ月

背

縦60cm×横200cm

60,000円╱6カ月

大型乗用車

1台

面

掲載料
（１台）

ふるさと納税謝礼品
神栖市
協力事業者を募集
政策企画課☎0299-90-1120
市では、ふるさと納税で寄附していただいた
方に、謝礼品をお贈りしています。
自慢の逸品を全国にPRしたい方、販路を拡大したい方、
まずはお問い合わせください！
参加要件＝次のすべてを満たす方
●申し込み時に市税の滞納がない（市内に営業所がある場合）
●注文や連絡のための手段（メールまたはFAX）
がある
●注文を受け、寄附者へ直接発送ができる
●代金などの支払いで、口座振込ができる
●インターネットなどへ連絡先の掲載ができる
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選定基準＝「神栖市らしさ」を感じら
れる品を募集しています！
●生産量が多い、お店や工場がある
など、
すでに神栖市で生産・加工・
販売などをしているもの
●売り出し中のものや開発したもの
など、これから神栖市の特産品と
なりうるもの
●その他、市長が適当と認めるもの
※この他にも
選定基準が
◀詳細は
あります
こちら

ようこそ、日本へ

深芝小 中国の小学生と国際交流（2月5日）

かみす

トピックス

テイシュウ

深芝小学校で、中国 鄭 州 市
ジョウゲ

チュウシンロ

上街区にある中心路小学校の児

まちの わだい

童など27人との交流会が開催
されました。
当日は、深芝小の子どもたちが歓迎の
気持ちを込めて、ブラスバンド演奏、ダンスやソー
ラン節を披露。それに対して、中心路小の子どもた
ちも合唱や踊り、太極拳を見せてくれました。また、
中心路小の子どもたちが中国にはない文化として
給食を体験する一幕も。言葉がなかなか通じないな
がらも、笑顔いっぱいの交流となったようです。

親と子のよい歯コンクール

佐藤さん親子が優秀賞に（1月10日）
茨城県と茨城県歯科医師会が主催する
「親と子のよい歯コンクール」で、
優秀賞10組に選ばれた佐藤絵里佳さん・杏凪ちゃん
（4歳）の親子が、石田
市長を表敬訪問しました。
この賞は歯の健康づくりを実践し、歯の健康を保っている親子に贈られ
ます。母の絵里佳さんは、家庭で実践していることとして
「娘が自分で磨
いた後は、私が仕上げ磨きをしています。糸ようじも使って奥歯まできれ
いにしていますね」
と話してくれました。
全身の健康の原点とも言われる歯。いつまでも大切にして、健康で元気
に過ごしましょう！

空手道で成果を発揮！

市内中学生が全国大会へ
齋藤和華さん
（神栖一中・2年）
が茨城県代表として、3月に埼玉県で開催される全
国中学生空手道選抜大会への出場が決定しました。
齋藤さんは県代表選手選考会の女子個人組手・2年生の部で3位に入賞。県代表の
座を勝ち取りました。
強豪が集う全国の舞台でも、その実力を発揮し優勝目指して頑張ってください！
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一般競争入札執行情報

契約管財課☎0299-90-1130

市が実施し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
29溝口地区排水路改修工事

事業地区
溝口地内

第一リサイクルプラザ粗大ごみ供給コンベアパン及びチェーン交換工事 南浜1-10地内

平均落札率

79.77％

（平成29年9月13日〜11月22日契約分）

落札業者名
（株）
市村建設工業
（有）
ワークサポート

落札金額(円) 予定価格(円)

入札
者数

20,280,000

29,280,000

8

9,390,000

11,750,000

3

29海浜公園墓地整備工事

南浜地内

幸武建設（株）

39,900,000

50,230,000

3

29砂山地区雨水管渠補修工事

砂山地内

森新建設（株）

31,300,000

33,460,000

5

29市道3359号線側溝新設工事

太田地内

マルマサ興業
（株）

10,840,000

15,910,000

6

29国補神水（配）
第2号工事

木崎地内ほか

（株）ワタナベ

8,595,000

11,520,000

4

分庁舎駐車場整備工事

溝口地内

（有）
保立建設

9,200,000

11,390,000

3

（株）
野口建設

8,790,000

10,780,000

4

第一リサイクルプラザ工場棟空調設備更新工事 南浜1-10地内
29土合分区実施設計業務委託

土合西四丁目地内ほか 白井企画（株）

神栖市立第三学校給食共同調理場給食運搬業務委託 土合東2-6-25地内ほか （有）神栖鋼機

13,493,000

23,030,000 22

79,220,000

82,720,000

2

H29・データベースソフトウェア等購入

行政改革推進課

日興通信（株）

6,900,300

7,757,000

4

デイサービスセンターのぞみ送迎車購入

保健・福祉会館

茨城トヨペット（株）

7,160,000

8,197,978

3

29市道8-182号線舗装改修工事

神栖一・二丁目地内 平成建設（株）

19,380,000

28,590,000

4

29市道6-1号線舗装改修工事

知手中央地内

（株）
姥貝組

11,300,000

14,550,000

2

29市道3138号線舗装新設工事

砂山地内

（株）
総合イノベート

9,880,000

13,650,000

4

29市道2058号線外1路線舗装新設工事

矢田部地内ほか

（有）
長谷川土建

15,900,000

22,890,000

8

29市道3295号線外1路線舗装新設工事

太田地内

（株）
市村建設工業

29市道8-1318号線舗装新設工事・神水（配）第6号工事 平泉地内

日栄建設（株）

11,580,000

16,860,000 10

11,580,000

16,450,000

3

29市道3258号線舗装新設工事

太田地内

（株）
西喜総業

6,920,000

8,840,000

1

29市道3175号線側溝改修工事

太田地内

（株）
西喜総業

5,170,000

6,920,000

2

29公園施設長寿命化対策改修工事（1工区）

あけぼの児童公園ほか5カ所地内 タイヨー工業（株）

7,450,000

10,660,000

5

29公園施設長寿命化対策改修工事（2工区）

息栖運動広場ほか2カ所 （株）知手興産

6,700,000

8,560,000

6

29公園施設長寿命化対策改修工事（3工区）

波崎灯台跡公園ほか2カ所 （株）ワタナベ

7,410,000

9,550,000

2

7分団消防機庫建設工事

息栖2834-8地内

8,880,000

9,220,000

2

29知手配水場解体工事設計業務委託

知手中央5-3406-56地内 （株）日水コン

19,800,000

20,480,000

2

29消防団員用活動服購入

日川1699-25ほか40カ所地内 （有）中央防災

10,621,900

10,621,900

7

20,440,000

27,500,000

4

10,790,000

15,630,000

5

19,200,000

22,590,000

1

9,280,000

13,110,000

1

神栖市立大野原西小学校体育館非構造部材耐震化工事 大野原5-1-45地内

マルマサ興業
（株）

平成建設
（株）

29市道3255号線舗装新設工事

須田地内

29石備市道8-320号線舗装改修工事

大野原四丁目地内

29市道8-1484号線舗装新設工事

奥野谷地内

（株）
総合イノベート

海浜庭球場管理棟内装改修工事

南浜1-3地内

（株）
藤代工務店

12,590,000

15,760,000

5

村上工業
（株）

29,600,000

35,780,000

2

神栖市立第一学校給食共同調理場 学校給食運搬業務委託 大野原中央6-5-13地内 日本通運
（株）

71,640,000

90,090,000

2

29ゆ〜ぽ〜とはさきろ過装置・洗い場給湯管交換工事 砂山15地内

（株）
和鹿松園建設
佐藤建設工業
（株）

29神栖市空中写真撮影業務委託

全域

朝日航洋
（株）

7,700,000

8,450,000

3

児童通学用ヘルメット購入

息栖小学校ほか14校 共立防災（株）

9,715,000

10,720,000

7

制御・操作用直流電源装置整流器盤更新工事

波崎9602地内

（株）
山全電業

7,000,000

8,600,000

4

市民体育館改修工事

溝口4991-8地内

（株）
藤代工務店

19,850,000

24,860,000

4

（株）
総合イノベート

16,200,000

20,300,000

5

15,100,000

19,260,000

7

6,340,000

7,580,000

2

29市道3337号線外1路線舗装新設工事・神水（配）第7号工事 太田地内
29神水
（配）
第9号工事・神公下第5号工事

知手中央二丁目地内 （株）
高島工業

文化センター自動火災報知設備更新工事

溝口4991-4地内

平成29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2） 廃棄物対策課

鹿島栄興防災
（株）

47,742,400

66,259,950

4

29災害備蓄用食糧・保存水購入

総合防災備蓄倉庫ほか市内38カ所 （有）クリタ防災

16,500,000

17,552,120

7

はさき保健センター解体撤去工事

波崎5397-2地内

23,780,000

31,150,000

7
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（有）伸光サービス
平本企業
（株）

お知らせファイル

▼ 住んでいてよかったと思えるまちに

学校体育施設の開放

▼ 生涯スポーツや健康づくりに！

春季全国火災予防運動

▼ 3月 1 日〜 7日

鹿島地方事務組合消防本部

市民の皆さんのスポーツ活動や健

火災の多くは︑不注意や不始末で
起きる人災です︒
気を付けましょう︒

日頃から︑家庭や職場での防火に
日

防火のポイント

●成人が 人以上いる

●ストーブは燃えやすい物から離す

●コンロを離れるときは︑火を消す

●寝具やカーテンには︑防炎品を
●住宅用火災警報器を設置する
●住宅用消火器を設置する

●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

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
日︵土︶まで

お願いします︒
期間＝ 月

全国統一防火標語

﹁火の用心
ことばを形に 習慣に﹂

2018年3月1日号 18
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生活支援・介護予防サービス
協議体委員の募集
文化スポーツ課

☎0299︲ ︲0119

康づくりを支援するため︑市内小・

時〜 時

報酬＝日額６︑
０００円

●学校の奉仕活動に必ず参加できる

●寝たばこは絶対にしない

月

※工事のため︑やたべ土合小は利用
できない期間があります
午後

午前 時〜午後

時

利用時間＝次の中で週に 回 時間
●平日

●土・日曜日

対象＝次の要件をすべて満たす団体
●市内在住・在勤・在学の 人以上
で構成され︑定期的・継続的にス
ポーツ活動をしている

申 込 方 法 ＝ 任 意 の 用 紙 に 住 所・ 氏

●全員が傷害保険に加入する
申込先

名・年齢・性別・電話番号・職業・
郵送・FAX・Eメール・持参

文化スポーツ課・波崎教育事務所

●代表者会議に必ず参加できる

レポート＝﹁これからの介護予防に

※申請用紙は市ホームページで入手
日︵金︶

ついて思うこと﹂︵400字程度︶

可能
申込期限＝ 月

16

96

地域包括支援課
︲7495

市では︑高齢者が住み慣れた地域
中学校の体育施設を開放します︒

☎0299︲

でいきいきと暮らせる支援の充実や︑
日︵月︶〜 月

︲1701

社会参加を推進する話し合いの場と
利用期間＝ 月

☎0299︲

して協議体を設置しています︒

月 日︵金︶〜

皆さんの積極的な意見をいただく
年以内

ため︑委員を募集します︒
任期＝委嘱の日から
対象＝次のすべてを満たす方
歳以上の介護保険
回︶

3 28
2

9

●市内在住で︑
被保険者
●平日の会議に出席できる
︵年
●市の他の公募委員を つ以上兼務
していない
●市税の滞納がない

日︵日︶

︵金︶︑平成 年

77

4

9

応募動機を記入し︑レポートを添え︑

定員＝ 人以内

1 16

7

3

31

10

12
1

10

4

︵金︶
消印有効
申込期限＝ 月 日
30

選考＝書類審査
︵結果は全員に通知︶

3

3

91

2

2

9

40

31 4

1

4

▼８月は道路ふれあい月間

茨城いのちの絆キャンペーン

▼

︲5253︲8111

国土交通省道路局

☎0299︲ ︲1137

障がい福祉課

自殺防止つながる﹁わ﹂ささえる﹁わ﹂

▼ 第２次神栖市男女共同参画計画

推進標語 募集

☎

かみすハートフルプラン
市民協働課
︲1171
道路の役割や重要性を認識し︑広

約480人という深刻な状況です︒

☎0299︲
誰もが自分らしく生きられる男女
く︑美しく︑安全に利用してもらう

県内における 年間の自殺者数は

次神栖

つらいこと・苦しいことはひとり

市男女共同参画計画を策定しました︒

共同参画社会を目指し︑第

ため︑推進標語を募集しています︒

で抱えず︑悩みを相談しましょう︒

みんなが道路と親しみ︑ふれあい︑

茨城いのちの電話︵

毎月
時

時〜正午︑午後

※祝日︑年末年始を除く

時

時〜翌日午

時〜

0120︲236︲556

●土・日曜日

☎029︲244︲0556

●月〜金曜日

午前

いばらきこころのホットライン

前

日のみ︑午前

0120︲783︲556

※フリーダイヤルもあります

☎029︲350︲1000

●水戸

☎029︲855︲1000

●つくば

1

常に広く︑美しく︑安全に︑共に楽
しく利用し︑次世代に受け継いでい
きましょう﹂
部門＝小学生の部︑中学生の部︑

24

共有の︑つまりあなたの財産です︒

テーマ＝﹁道路は︑生活の向上と経

▼東総地区広域ごみ処理施設

一般の部︵高校生以上︶
点

日︵木︶必着

10

賞＝各部門ごとに︑最優秀賞 点︑
優秀賞

応募期限＝ 月

3

環境影響評価書の縦覧

︲8945

銚子市都市整備課
☎0479︲

応募方法＝郵送・Eメール
道路交通管理課
︲ ︲

応募先＝国土交通省道路局

れている広域ごみ処理施設について

をご確認ください

4

8

1

銚子市野尻町地区に建設が計画さ

1

1

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

東京都千代田区霞が関

〒100︲8918
日
︵金︶
〜 日
︵金︶

環境影響評価書の縦覧を実施します︒
期間＝ 月
公民館

2

8
9

15

時間︶

あなたには相談できる人がいます︒

90

済の発展に欠くことのできない国民

03

3

2

場所＝環境課︑市民生活課︑矢田部

23

1

1

9

※評価書は︑東総地区広域市町村圏

{

3

事務組合ホームページでも閲覧可能
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2

概要版を3月1日の新聞に
折り込みました

お知らせファイル

▼神栖市 議 会

定例会開会

☎0299︲

月 日
︵月︶

議事課
︲1172

日程など︑詳しくはお問い合わせ
ください︒
開会日＝

▼ 上手に使って︑どんどん健康に！

▼いい顔で働こう

茨城県労働政策課

アラート︶

防災安全課

☎029︲301︲3645

大好きいばらき
合同企業説明会
︲1149

▼ 全国瞬時警報システム︵

情報伝達訓練

☎0299︲

茨城県内に事業所などを持つ企業

が集まる︑合同企業説明会です︒

Jアラートは地震や津波︑武力攻
撃などの発生時︑緊急情報を国から

日時＝ 月

時 分

場所＝ベルサール秋葉原

正午〜午後

日︵火︶

市町村に瞬時に伝えるシステムです︒
今回︑緊急時に備えて︑全国一斉
で伝達訓練を実施します︒

年以内の求

対象＝平成 年 月に大学などを卒
業予定の学生︑卒業後

時頃

訓練方法＝防災行政無線の試験放送

職者

月 日︵水︶ 午前

放送内容＝チャイム＋﹁これは︑J

月 日︵火︶必着

社

健康増進課

＋チャイム

▼入学試験案内

鹿島医師会附属准看護学院
生徒 二次募集

出願＝

歳未満で︑中学校以上を卒

︲7278

鹿島医師会附属准看護学院
☎0299︲

対象＝

業した方︵卒業見込みを含む︶
月 日︵木︶

受験料＝１万円
試験日＝

試験科目＝数学・国語・作文・面接

信用保証料の補助

☎0299︲ ︲1217

商工観光課

▼東日本大震災復興緊急融資

参加企業＝県内

アラートのテストです﹂×

回＋

︲1331

日時＝

4 13

31

市では︑復興緊急融資に係る信用

保証料の ％を補助しています︒

希望される場合は︑申請書と必要
月 日︵金︶

書類を添えて︑申請してください︒
申込期限＝
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J

﹁こ ち ら は︑ ぼ う さ い か み す で す ﹂

3

平成 年度版
健康カレンダー
☎0299︲
神栖市の健康づくりに関する情報
がぎゅっと詰まった 冊です！
住民健診・乳幼児健診などの日程︑
健診や予防接種の受け方︑市内医療
機関の案内を掲載しています︒
ヘルシーなレシピも役立ちますよ︒
市内の公共

3

54
30

機関で配布し

30

3

25

3

ますので︑ご

11

90

90

1

3

3

5

90

82

90

14

6

8

利用ください︒
詳細はこちら

50 3

3

3

30

かみす

原範子さんに
内閣総理大臣賞

インフォメーション

K

〜まちづくりのために〜

女性がいきいきと働く環境づく
りを実践し、農村女性の社会参画
に貢献したとして、原さんが内閣
総理大臣賞を受賞しました。
原さんは
「できる人ができるこ
とを分担し、いきいきと働き生活
する」ことを理念に、水稲とピー
マンを生産しながら、各種認定な
どの取得や普及啓発活動に取り組んでいます。
受賞おめでとうございます。

（株）クラレ鹿島事業所から
図書寄贈

大髙達也さんに
茨城県体育協会長褒状
茨城県体育協会長褒状授与式が
行なわれ、大髙さんが表彰されま
した。
「今までの活動が、このよう
に表彰されてうれしい」と話す大
髙さん。神栖市体育協会の専務理
事や副理事、常任理事を歴任する
など、長年にわたりスポーツ振興
に尽力されてきました。
受賞おめでとうございます。

目録を手渡す有元秀樹所長

(株)クラレ鹿島事業所から息栖小・
軽野小・波崎小・波崎西小に、約40
万円分283冊の図書が寄贈されまし
た。これは「クラレふれあい募金」
によ
るもので、今年で５回目。
寄贈された図書は、大切に活用して
いきます。

156 267

平成28年 1,022 142

68

16

99

84 267

-23

-7

-42

（1〜12月末）

増減
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51

42

72

0

約 万人が利用

57

▼昨年度

9

茨城空港からのお知らせ

45

茨城県空港対策課

平成29年 1,073 184

（1〜12月末）

☎029︲301︲2761

計

4

茨城空港は︑札幌・神戸・福岡・

自動車 オートバイ 自転車

車上
狙い

都市と中国︵上海︶に就航し

乗り物盗

那覇の

侵入
犯罪

3

ています︒

犯罪
総数

1

約 千台分の無料駐車場があり︑

街頭犯罪

階でできる

市内の刑法犯認知件数

年

日は︑台湾への

25

搭乗の手続きがすべて

月

10

など︑お年寄りやお子さんを連れた

日〜

26

ご家族にも大変便利です︒

3

チャーター便︵台湾︶のお知らせ

月

連続チャーター便が月・木曜日の週

回運航されます︒

ノスタルジックな九份の街並みや

神秘的な美しさの日月潭がオススメ

な台湾へ︑便利な茨城空港から出か

けてみませんか︒

詳細はこちら

︵茨城空港ホームページ

が表示されます︶

2

61

春のキャベツ・ダイコン
まるごと体験ジオツアー
キャベツ・ダイコンの出荷場を見学
し、収穫や調理を体験します。
日時＝3月28日（水）
午前9時〜午後3時
集合＝銚子市青少年文化会館

-

ふれあいセンター湯楽々
イベント

語り継ごう3.11

津波体験

鹿島セントラルモール
イベント
JointDay ‒ミニ四駆モールカップ‒

パネルディスカッションや紙芝居、
エコノミー症候群を防ぐ体操など。
参加者には湯楽々の無料券を進呈。

鹿島セントラルホテルをイメージし
た80度バンクを含む、全長555ｍの
フラットコース。鹿行地域と常陸大宮

日時＝3月11日（日）

市の地元グルメを楽しむマルシェなど

対象＝どなたでも

費用＝入館料がかかります

も開催！

※小学4年生以下は保護者同伴

お絵かきグラスアート体験教室

日時＝3月18日（日）

定員＝30人（先着順）
費用＝1,000円
（昼食代含む）
・

銚子ジオパーク推進協議会事務

局 ☎0479-24-8911

神栖国家石油ガス備蓄基地
個人見学会
日程＝3月19日（月）
〜4月6日
（金）
※3月23日
（金）
・30日
（金）
、4月2日
（月）
、土・日曜日、祝日を除く

誰でも簡単にできます。

午前9時〜午後3時

日時＝3月24日（土） 午後1時30分

場所＝セントラルモール

定員＝20人（先着順）

フリーマーケット

費用＝500円

日時＝3月24日（土）
・4月14日（土）

※別途、入館料がかかります

午前9時〜午後3時

ふれあいセンター湯楽々
☎0299-90-5911

※雨天中止

場所＝セントラルモール北側広場
定員＝70区画（先着順）
費用＝1区画500円 ※最大3区画まで

催 し

・ カシマ・インフォメーション・
サロン ☎0299-92-3557

時間＝午前10時〜11時30分、
午後1時30分〜3時

第9回神栖市美術展

The Theater 2018

対象＝小学生以上
※中学生以下は保護者同伴

日頃から創作活動に励んでいる市民

最年少はなんと5歳！総勢100人の

定員＝各回8人（先着順）

の皆さんの力作を展示。

ダンサーによるパフォーマンスを見に

申込期限＝3月14日（水）

部門＝絵画、書、写真、工芸
（陶芸）

来ませんか？

日時＝3月13日（火）
〜18日（日）

日時＝3月24日（土）

構 神栖国家石油ガス備蓄基地事務所

午前9時〜午後4時

午後5時〜7時

☎0299-97-3020

※最終日は午後3時まで

場所＝鹿島セントラルモール

・

石油天然ガス・金属鉱物資源機

場所＝市民体育館

森林ボランティア育成講座

スタジオ・アポロ

文化スポーツ課

{studioapolo2016@gmail.com

☎0299-77-7495
国土緑化推進機構の
「緑の募金事業」
として、森林整備を学ぶ入門講座です。
終了後は、有志でボランティア団体を
結成します。

波崎高校
デュアルシステム成果発表会
特色のある学校づくり推進事業とし

-

かみす街角ギャラリー

時間＝午前10時〜午後5時
※最終日は午後3時まで

日程＝4月8日・22日、5月13日・27

て、工業化学・情報科の生徒が企業で

十人衆

日、6月10日

10日間働いた実習成果を発表します。

日程＝3月10日（土）
まで

時間＝午前9時30分〜午後3時

日時＝3月16日（金）

佐生美世子絵画展

場所＝鹿嶋市・行方市

午後0時25分〜3時15分

日程＝3月13日（火）
〜25日（日）

定員＝20人

場所＝波崎高校

すべて日曜日

費用＝3,000円

・ 森のボランティア茨城事務局
中村

;090-5328-1809

体育館

波崎高校 岡野

写真展

かみす街角ギャラリー
☎0299-96-5877

☎0479-48-0044
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みんなのひろば
…申し込み

…問い合わせ

グラウンド・ゴルフ協会
会員募集
みんなで楽しくグラウンド・ゴルフ
に挑戦しましょう！
場所＝神之池グラウンド・ゴルフ場

募 集

運動教室で体を鍛えよう！

対象＝市内在住・在勤の方
費用＝年3,500円

ジュニアバレーボール教室

健康シェイプアップ教室

申込先＝武道館

日程＝4月4日〜平成31年3月27日の

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

水曜日

午後7時〜8時

日程＝4月〜平成31年2月の土曜日

場所＝市民体育館、海浜温水プール

対象＝市内在住の新4・5年生の女子

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生
以上

（先着順）

神栖市グラウンド・ゴルフ協会
大髙 ;090-7001-1407

かみすスポーツクラブ
会員募集

申込期間＝3月2日（金）
〜15日
（木）

定員＝25人
（先着順）

神栖地区

費用＝月額2,000円

時間＝午後1時〜4時

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

ポーツを楽しめますよ！

場所＝武道館、市民体育館

申込開始＝3月3日（土）

定期教室＝ファミリーバドミントン、

定員＝4年生20人、5年生10人
申込先＝武道館
神栖市バレーボール連盟

・ 武道館

☎0299-96-7700

子どもからお年寄りまで、誰でもス

グラウンド・ゴルフ、スポーツ吹矢、

下肢筋力向上トレーニング教室

健康体操、
ノルディックウォーキング、

日時＝4月4日〜6月27日の水曜日

ヨーガ、卓球、カヌーなど

午後2時〜3時

対象＝小学生以上

波崎地区

場所＝武道館

入会金＝2,000円
（別途年会費あり）

時間＝午前9時〜正午

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生

申込方法＝入会金を添え来館申し込み

場所＝土合体育館

以上

定員＝4年生20人、5年生10人

定員＝40人
（先着順）

申込先＝土合体育館

費用＝4,000円

磯野

;090-4013-1472

神栖市バレーボール連盟
塙

;090-4072-2711

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

☎0299-93-0040

はつらつ運動教室

申込開始＝3月3日（土）
・ 武道館

春季バドミントン教室

・ かみすスポーツクラブ事務所

☎0299-96-7700

土合体育館スポーツクラブ
4・5月は骨盤調整ヨガ、6・7月は

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をします。
日程・場所＝次のどちらか1つ

日程＝4月13日〜6月8日の金曜日

コアトレーニング、9月はピラティス

●毎週火曜日

午後6時30分〜8時40分

を楽しめます。

4月10日〜平成31年3月19日

対象・定員＝初心者（3年未満）
のみ

日時＝4月5日〜9月27日の木曜日

午後1時30分〜3時

●中学生以上

20人

午前10時〜11時

保健・福祉会館

●小学5年生以上

20人

対象＝市内在住・在勤・在学の高校生

●毎週木曜日

5,000円

以上

4月12日〜平成31年3月28日

小学生

3,000円

定員＝30人
（先着順）

午前10時30分〜正午

小学生親子

7,000円

費用＝会費1,000円／1回500円

平泉コミュニティセンター

申込方法＝会費を添えて来館申し込み

対象＝65〜75歳

費用＝中学生以上

申込期限＝4月1日（日）
・ 武道館
☎0299-96-7700
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申込開始＝3月1日（木）
・ 土合体育館 ☎0479-48-0019

定員＝各15人程度

・ 地域包括支援課
☎0299-91-1701

ありがとう

矢田部小学校
平成30年3月31日

学務課☎0299-77-7347

閉校

矢田部小学校閉校記念式典
日時

3月24日（土）
午前9時〜正午

※受付 午前8時30分
場所＝矢田部小学校 体育館

第１部
第２部

閉校記念式典
矢田部のつどい
●写真で振り返る144年
る144年
●在校生の発表や合唱
●記念碑の除幕式
など
第３部 学校開放
校舎や体育館、校庭を自由に見学できます。
校舎内では、懐かしい写真の数々を掲示します。
※ご来場の際は、スリッパをご持参ください

潮干狩りは、ルールを守って楽しく

鹿島灘でのルールが
変わります

市内で潮干狩りができる区域
市営日川浜駐車場北側スロープから
南側休憩施設（あづま屋）までの200m
※その他の場所は禁止区域です
鹿島港

ココ

⬅
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1874年の開校以来、144年という
長い歴史を持つ矢田部小学校が、3月
をもって閉校します。
当日は、
多くの子どもたちを育んでき
たその歴史を振り返るとともに、在校
生がこれまで学んできた成果の発表や
合唱で式典に華を添えます。
地域の皆さん、ぜひ一緒に閉校を見
届けませんか？

プログラム

広報かみす 第277号 2018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）

144年間

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

200
スロープ

「鹿島灘はまぐり」など貴重な二枚貝類資源を保護するため、
漁業権漁場を管理する鹿島灘漁業権共有組合連合会により、潮
干狩りのできる区域が変更されました。
4月から、潮干狩りができるのは県内4カ所、神栖市内では
日川浜海岸のみになりますので、ご注意ください。

日川浜海岸

m

水産・地域整備課☎0479-44-1966

あずま屋
Ⓟ
日川浜駐車場
市道

※詳しくは茨城県ホームページを
ご確認いただくか、茨城県漁政課
☎029-301-4080まで

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

