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最後の卒業式

3月22日に市内小学校で卒業式が行なわれ、144年の歴史に
幕を閉じる矢田部小学校でも、12人のお子さんが卒業の日を
迎えました。
この1年、お兄さん・お姉さんとして、全校生徒をリードし
てきた先輩たち。
在校生から1人1人メッセージを送られたときも、拍手の中
退場するときも、堂々としたふるまいを見せていました。

（仮称）防災アリーナ

整備運営事業について
施設管理課☎0299-90-1168

昨年12月6日の市長就任以来、住民投票の結果を重く受け止め、
「（仮称）防災
アリーナの規模等の見直し」に取り組んでまいりましたが、検討結果は見直し
困難という厳しいものでした。
この結果については、本紙3月1日号でお知らせしたところですが、私から
直接、市民の皆様に説明し、ご意見をお聞きするため、去る3月10日に意見交換
会を開催し、約170名の皆様にお集まりいただきました。
その中で、
様々なご意見を頂戴いたしましたが、工事を中断してまでの見直し
は、あまりにも損害が大きくなることが見込まれるなど、市民の皆様にとって、
また市にとってもメリットがないことを説明し、一定のご理解をいただけた
ものと考えております。
つきましては、これまでの検討結果等も踏まえ、本事業について見直しは
行わないものと判断いたしました。
見直しを願う皆様の思いにはお応えすることができませんが、住民投票の
結果や、これまでにいただいた市民の皆様からのご意見を生かし、医療問題や
生活インフラの整備など重要な課題にしっかりと取り組んでいくことをお約束
し、今後の市政運営に誠心誠意努めてまいりますので、ご理解をいただきます
ようお願いいたします。
神栖市長

3月15日現在の工事の様子

石

田

進

完成イメージ図
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市民の皆さんの意見を反映させるため、委員を募集します
【共通事項】
対象＝次のすべてを満たす方

任期＝委嘱の日から2年以内

●市内在住・在勤の20歳以上

報酬＝日額6,000円

●平日の会議に参加できる

選考＝書類審査（結果は全員に通知）

●市の他付属機関の公募委員を、2つ以上兼務して

応募方法＝応募用紙に必要事項を記入し、小論文を
添えて、郵送・FAX・Eメールまたは持参

いない

※応募用紙は、各問合先または市ホームページから

●神栖市職員でない

入手可能

●市税などの未納がない

行財政改革推進委員会

環境市民会議
環境課☎0299-90-1147

行政改革推進課☎0299-90-1176

豊かな環境を将来の世代に引き継ぐための取り組

平成27年度から、行財政改革として 住んでよ

み指針として、平成21年度に策定した
「神栖市環境

かったと実感できるまち の実現を理念に、改革チャ

基本計画」の見直しにあたり、皆さんの意見を反映

レンジプランに取り組んでいます。委員会ではこの

させるため、委員を公募します。

取り組みを検証・評価し、市へ提言をします。

定員＝10人

定員＝5人

会議＝年間3回程度

会議＝年間10回程度

小論文＝次のテーマから1つ選択（400字程度）

小論文＝「応募動機」と
「神栖市の行財政改革の取組

●地球温暖化について

を見ての考え、感想」
（400字程度）

●環境の保全について

※取組については市ホームページをご確認ください

●資源の循環的な利用について

応募期限＝5月7日
（月）
必着

応募期限＝4月27日（金）必着
提出先＝環境課
〒314-0192

詳細は
コチラ

神栖市溝口4991-5

提出先＝行政改革推進課
〒314-0192

神栖市溝口4991-5

詳細は
コチラ

P0299-90-1112
{gyoukaku-k@city.kamisu.ibaraki.jp

P0299-92-4917
{kankyo@city.kamisu.ibaraki.jp

市民協働のまちづくり推進会議

補助金等審議会

市民協働課☎0299-90-1171
平成19年度に策定された
「市民協働のまちづくり
推進指針」の見直しにあたり、皆さんの意見を協働
のまちづくりに反映させるため、委員を公募します。

市が交付する補助金について、必要な調査や審査
を実施します。
市の補助金に関心のある方はご応募ください。

定員＝5人

定員＝5人以内

会議＝年間2回程度

会議＝年間5回程度

小論文＝「市民協働によるまちづくりに必要なこと」

小論文＝「応募動機」と「市の補助金のあり方」
（400

（400字程度）

字程度）

応募期限＝4月20日（金）必着
提出先＝市民協働課
〒314-0192
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財政課☎0299-90-1129

神栖市溝口4991-5

詳細は
コチラ

応募期限＝5月7日
（月）必着
提出先＝財政課
〒314-0192

神栖市溝口4991-5

P0299-90-1112

P0299-90-1112

{kyodo@city.kamisu.ibaraki.jp

{zaisei@city.kamisu.ibaraki.jp
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詳細は
コチラ

変わります
新しい神栖市の創造を目指して

行政改革推進課☎0299-90-1124

市役所の組織変更
市民サービスの向上と行政の効率運営を目指し、4月から組織を変更します。

地域医療政策の推進体制強化

観光行政の推進体制の強化
商工観光課に「スポーツツーリズム推進室」
を

「医療対策監」を置くとともに、健康増進課に

設置。

「地域医療対策室」を設置。

スポーツツーリズム、スポーツコミッション

病院の再編、医師不足の解消をはじめとした
地域医療体制の整備を推進します。

を推進し、地域の活性化を目指します。

市民に寄り添う相談窓口体制の整備

福祉関連施策の体制強化

市民協働課に「困りごと相談室」を設置し、相

こども課を「こども福祉課」
「子育て支援課」
に

談業務を充実させます。

分割し、児童相談体制を強化します。
社会福祉課に「法人監査グループ」を設置。
社会福祉法人や社会福祉施設への監査業務を
一元化し、適正かつ計画的に実施します。

西側

本庁舎
5階

東側

階段

トイレ

国保年金課

EV

4月23日
（月）
〜

議

場
会議室

トイレ

子育て
支援課

EV
こども福祉課
階段

西側
階段

東側
市民課
障がい
福祉課

EV

納税課

トイレ

本庁舎
2階

ロビー
EV
市民課

課税課

納税課
階段

5月1日（火）〜
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4月から
本庁舎耐震改修工事のため

契約管財課☎0299-90-1132

各部署の移転
5月〜9月にかけて本庁舎1階

移転部署

を工事するため、各部署が移転
します。

移転先

移転先での業務開始

廃棄物対策課

本庁舎３階

契約管財課

分庁舎２階

国保年金課
こども福祉課・子育て支援課

本庁舎５階

4月23日
（月）

市民課・障がい福祉課

本庁舎２階

5月1日（火）

4月16日
（月）

来庁される際は、各フロアの
案内板をご確認ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

【指定金融機関の窓口について】
引き続き4月以降も指定金融機関の窓口は、会計課とともに1階の同じ場所にあります。
ご利用の際には、正面玄関または東側（郵便局近く）の出入口からお入りください。
西側（分庁舎側）の出入口からでは、2階を経由する必要がありますので、ご注意ください。

西側

東側

EV

職員課

財政課

市長室

市民
協働課

応接室

庁議室

政策企画課

副市長室

廃棄物
対策課

総務課

行政改革
推進課

階段

トイレ

EV

本庁舎
3階
4月16日（月）〜

秘書課
階段

西側

東側
階段

分庁舎
2階
4月16日
（月）
〜

中会議室

都市計画課

大会議室

開発審査課
監査委員
事務局
道路整備課
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施設管理課

契約管財課

市民相談

日程などは変わる場合があります（記載がない場合は無料です）

子どもに関する相談
■子育てコンシェルジュ相談
妊娠している方、子育て期にある方の相談に応じます。
日時・場所
●子育て支援課＝月〜金曜日の開庁時間
●児童館＝午前10時〜午後1時
月：若松児童館 ／火：平泉児童センター
水：女性・子どもセンター
木：大野原児童館／金：うずも児童館
※子育て支援課のコンシェルジュは不在の場合あり
問合先＝子育て支援課☎0299-77-7011

■ことばと発達の相談
《予約制》
言葉や発達が遅れていると思われる子どもと家族に、
コミュニケーションや言葉の訓練をします。
日程・場所
第2・4金曜日 保健・福祉会館
第1・3金曜日 はさき福祉センター
時間＝午前9時30分〜午後6時30分
費用＝1回1時間 500円
予約先＝社会福祉協議会神栖本所☎0299-93-0294
波崎支所☎0479-48-0294

■子育てカウンセラー相談
《予約制》
幼児から思春期まで、子どもとの関わりなどに関する
相談に応じます。
日程・場所
第4日曜日（偶数月のみ） 女性・子どもセンター
第2水曜日（毎月） 保健・福祉会館
時間＝午前10時〜午後3時30分
予約先＝こども福祉課☎0299-90-1205

■教育に関する悩みの相談
日時＝月〜金曜日 午前9時〜午後4時
相談先＝教育に関する悩みの相談室
☎0299-77-7544

■家庭児童相談
養育、しつけ、虐待、非行、性格、行動など、子ども
と家庭の悩みについて相談に応じます。
時間＝月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
場所＝こども福祉課（訪問での相談も可）
問合先＝こども福祉課☎0299-90-1205

■児童相談
《予約制》
養育、虐待、非行、発達などに関する相談に応じます。
予約先＝茨城県福祉相談センター鹿行児童分室
☎0291-33-4119
■不登校に関する相談
日時＝月〜金曜日 午前9時〜午後4時
相談先＝いきいき神栖☎0299-97-2816
すくすく波崎☎0479-40-5512

就労支援相談《予約制》

ボランティア相談

就職や自立に悩む若者
（35歳程度まで）と家族のため
の相談。ニート・ひきこもりに関する相談もできます。
（就職のあっせんはしません）
日時＝第2木曜日 午後1時〜4時
場所＝保健・福祉会館
予約先＝商工観光課☎0299-90-1217
アドバイザー佐藤;090-2204-8943

ボランティアに興味のある人、始めてみたい人の相談
に応じます。
●社会福祉協議会
日時＝月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
場所＝保健・福祉会館、はさき福祉センター
問合先＝社会福祉協議会神栖本所☎0299-93-0294
波崎支所☎0479-48-0294
●市民活動支援センター
日程＝火〜金曜日
※土・日曜日、祝日は午後5時まで
問合先＝市民活動支援センター☎0299-77-8725

いばらき就職支援センター出張相談
キャリアカウンセラーが求人紹介や内職相談、適性診
断、キャリアカウンセリングなどに応じます。学生の就
活や転職活動にどうぞ。
日時＝第1〜4木曜日 午前10時〜午後3時
場所＝鹿島セントラルビル新館 1階
問合先＝ジョブカフェろっこう☎0291-34-2061

市ホームページでは、
この他にも相談窓口を
掲載しています。
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平成30年度
行政サービスや日常でお困りのことはありませんか？

困りごと相談室
気軽に相談できる総合案内窓口として、市民協働課内に「困りごと相談室」を開設しました。
専用窓口が分からない方へ、相談に適した市の部署や関係機関をご紹介します。

専用電話＝☎0299-77-7616

日時＝月〜金曜日

午前8時30分〜午後5時

相談先が分かる方は、専用窓口へご相談ください。
法律相談《予約制》

福祉総合相談

離婚や相続、金銭トラブルなどについて、弁護士が相
談に応じます。
日程・場所
第1火曜日・第3水曜日 市役所本庁舎
第2金曜日・第4木曜日 はさき福祉センター
予約先＝市民協働課☎0299-90-1171

高齢者や障害者などの福祉に関する相談に応じ、情報
を提供します。
日時＝月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
場所＝保健・福祉会館、はさき福祉センター
問合先＝社会福祉協議会神栖本所☎0299-93-0294
波崎支所☎0479-48-0294

女性総合相談《予約制》

こころの相談

家族や夫婦、離婚、子育て、仕事のことなど、女性の
ための総合相談です。
日時＝毎週火曜日 午後1時〜4時
予約先＝市民協働課☎0299-90-1171
※電話相談あり（予約不要・第2火曜日を除く）
☎0299-91-1236

本人や家族の不眠、こだわり、精神疾患が原因と思わ
れる不安や悩みの相談に応じます。
日時＝月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
場所＝保健・福祉会館、はさき福祉センター
※波崎東ふれあいセンターで移動相談あり
第3水曜日 午後2時〜4時
問合先＝社会福祉協議会神栖本所☎0299-93-0294
波崎支所☎0479-48-0294

消費生活相談
商品やサービスの契約トラブル、多重債務など、消費
生活全般の相談に応じます。電話相談も可。
日時＝月〜金曜日 午前9時〜正午、午後1時〜5時
場所＝商工会館
問合先＝消費生活センター☎0299-90-1166

人権相談
いじめ、体罰、差別、結婚、離婚、扶養、相続、借金、
近隣トラブルなどの相談に応じます。
日程＝月2回（偶数月のみ）
時間＝午前10時〜午後3時
場所＝保健・福祉会館、はさき福祉センター
問合先＝社会福祉課☎0299-90-1138
※水戸地方法務局鹿嶋支局でも相談可能
（予約制）
水・金曜日のみ☎0299-83-6000
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年金相談
《予約制》
日程・場所
●第4木曜日＝商工会館
午前10時〜午後2時30分
（12月のみ、第3週）
●第4火曜日＝商工会波崎支所
午前10時30分〜午後2時30分
（5月のみ、第5週）
予約先＝水戸南年金事務所☎029-227-3253
※相談日の1カ月前から予約開始

行政相談
国や地方公共団体、
独立行政法人などへの要望や意見、
苦情などに行政相談委員が応じます。
日時＝第2火曜日 午後1時〜3時
場所＝市役所分庁舎
問合先＝市民協働課☎0299-90-1171

住宅取得をサポート！

都市計画課☎0299-90-1184

若年世帯住宅取得補助金
市では、親との同居・子育て世帯など若年者の定住を促進し、神栖市の将来人口の維持と地域の活性化を図
るため、市内に自ら居住する住宅を新築・購入した場合に、住宅取得費の一部を補助しています。
この制度について、4月1日から対象要件の緩和と補助額の増額をします！

対象・補助基本額を拡充！
拡充前

対象要件

●高校生相当以下が2人以上

（どちらか必須） ●65歳以上と同居

補助基本額

補助加算額
にも拡充が
あります

新築・建売住宅購入 35万円
中古住宅購入（20年以内）25万円

拡充後
●高校生相当以下が2人以上
●親もしくは65歳以上の親族と
同居
一律35万円

●市が販売する柳川中央の土地を購入 15万円
●市街化区域での建築または購入 10万円
●申請者または配偶者が養育している高校生相当以下のうち、3人目以降1人につき5万円
※補助額の上限は55万円

申請前に対象を確認

詳細は
コチラ

申請期限＝住宅取得のための登記原因の日から2年以内
対象要件＝申請日に、次の要件をすべて満たすもの
【対象者】
●取得者または配偶者が45歳未満である
●同居世帯に、高校生相当以下が2人以上または、親もしくは65歳以上の親族がいる
●住宅復興資金利子補給金や木造住宅耐震改修促進事業補助金を受けていない
●取得者と世帯全員に市税などの滞納がない
●過去にこの補助金の交付を受けていない
【対象住宅】
●台所・便所・浴室・居室を有し、利用上の独立性がある
●住宅の居住用延床面積が60㎡以上のもの
●自らが居住する住宅である（併用住宅の場合、住宅部分の延床面積が2分の1以上ある）
●建築基準法、都市計画法の規定に適合している
※申請に必要な書類など詳細は、市ホームページをご確認ください
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活用してみませんか

魅力ある産地づくり支援事業
申・

農林課☎0299-90-1008

市では、農業の持続的な発展と魅力ある産地としての活力を
創造するため、生産・加工・販売・流通の新たな仕組みの構築
など、意欲ある農業者の取り組みに対する支援として補助金を
交付します。
補助限度額＝50万円
※補助率は、総事業費の2分の1以内

こんな事業を支援します！

提出期限＝6月15日（金）
提出書類＝事業計画書
対象者＝次のすべてを満たす事業団体
●認定農業者を含む
●市内在住の農業者2戸以上で構成
●市税に滞納がない
※中小企業者と連携しての取り組みでも可能
※中小企業者と共同・連携する認定農業者の場合、1戸でも可能
事業要件＝次のすべてを満たし、共同・連携して取り組むもの
●市内で生産する農作物が対象である
●販売目的である
●新規性があり、地域への波及効果がある

など

●新商品の開発
新たな加工品の開発、商品化
●販路開拓
新たな販売先の開拓、市場調査
●新品種の導入
新たな品種・作物の導入、栽培
実証試験
●新技術の導入
病害虫対策、環境対策
●地産地消
地域での販売、店舗などと連携
した加工品開発

広報紙をより手に入れやすく！

市内ローソン全店に配置
市民協働課☎0299-90-1123
株式会社ローソンのご協力により、市内ローソン全店
に「広報かみす」を配置しました。
これにより、広報紙の配置箇所は約110カ所に！
補助金などの制度、イベント情報のほかさまざまな
情報を掲載していますので、ぜひ手にとって読んでみて
ください。
発行日＝毎月1日・15日の月2回

年間22回

※1月と9月は合併号
発行部数＝平成30年度

28,000部）

▲

（うち新聞折込部数

32,500部
広報紙配布箇所の
詳細はコチラ

配置箇所
公共施設・スーパーマーケット・医療機関・金融機関
セブンイレブン・ファミリーマート・ローソン
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健康をチェック！
健康増進課☎0299-90-1331

検診申込み受付センター
申込先

☎0299-92-0112
午前9時〜午後4時30分
※4月19日（木）以降は健康増進課で申し込めます

忙しい方にぴったり！
日

総合健診

程

（完全予約制）
会

場

受付開始

6月23日
（土）
・24日（日）、7月17日（火）、
8月23日（木）、9月1日（土）

保健センター

6月26日（火）

はさき生涯学習センター

8月24日（金）

矢田部公民館

詳細は
コチラ

①午前 ７ 時
②午前 ８ 時
③午前 ９ 時
④午前10時

対象＝30歳以上の市民で、住民健診・胃がん検診・大腸がん検診のすべてを必ず受ける方
定員＝各日180人
（6月26日のみ、120人）
費用＝胃がん検診1,000円、大腸がん検診500円
住民健診は無料（40〜74歳で神栖市国保以外に加入の方は料金が発生したり、
市の住民健診を受けられなかったりしますので、加入先にお問い合わせください）
申込開始＝4月11日（水）

乳がん検診・子宮がん検診
乳がん（集団検診・医療機関検診）
対象＝30歳以上の女性
（平成元年4月1日までに生まれた方）
※マンモグラフィ検査は2年に1回で、対象は40歳
以上

子宮がん（医療機関検診）
対象＝20歳以上の女性
（平成11年4月1日までに生まれた方）
※平成29年度に医療機関で検診を受け、異常の
なかった方には4月下旬に問診票を郵送

申込開始＝4月7日（土） ※7日（土）
・8日（日）も受け付けています
※集団検診は、各日とも先着順です

詳細は
コチラ

広報かみす
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産婦健診の費用助成

健康増進課☎0299-90-1331

4月1日以降に出産した方に、産婦一般健康診査の費用を一部助成します。
なお、健診を出産した医療機関以外で受診したい場合は、事前に医療機関へご確認ください。
助成額＝1回につき上限5,000円
（2回まで、上回った分は自己負担）
対象者＝4月1日以降に出産した市民

詳細は
コチラ

受診時期＝産後約2週間後および1カ月後
※2週間健診を実施していない医療機関もあります
助成方法＝受診票を持参し、茨城県内の医療機関または旭中央病院・成田赤十字病院で受診する
※上記以外の医療機関で受診する場合
費用全額を支払い後、医師が記入した受診票と領収書・母子手帳・振込先口座が分かるもの・印
鑑（朱肉を使うもの）を持参し、受診から1年以内に健康増進課・市民生活課で申請してください
受診票の交付方法
□これから妊娠届出をする方には、届出の際に交付します
□すでに妊娠届出済みの方には郵送しますので、4月16日
（月）
までに届かない場合はご連絡ください
※里帰りなどで、妊産婦さんが市外にいる場合は、ご家族から本人にお知らせください

不育症治療の費用助成

健康増進課☎0299-90-1331

流産を繰り返すなどで
「不育症」と医師から診断され治療を受けている方に、4月1日から治療費の
一部を助成します。
助成額＝上限10万円（1年度1回まで）

詳細は
コチラ

※入院時の差額ベッド代、食事代や文書料などは対象外
対象者＝次のすべてを満たす夫婦
□法律上の婚姻をしていて、申請日の1年以上前から市民である
□医療保険各法の被保険者または被扶養者である
□世帯員が市税を滞納していない
申請方法＝次のものを持参し、治療が終了した日の属する年度内に申請
①治療費助成金交付申請書

②治療医療機関証明書

④領収書

⑥振込先口座がわかるもの

⑤健康保険証

③治療費助成金請求書
⑦印鑑（朱肉を使うもの）

⑧住民登録と婚姻関係が証明できるもの
⑨市税の滞納がないことを証明できるもの
※①〜③は、問合先または市ホームページで入手可能
※⑧・⑨は、申請者の同意のもとに市で確認できる場合は省略可能
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神栖市ホームページ www.city.kamisu.ibaraki.jp/

17 火

保健センター…育児栄養・母乳相談

18 水

乳がん集団検診申込終了

分からないときに
市民相談 困ったとき、
■子育てカウンセラー相談（予約制）
第２水曜日
（毎月）
第４日曜日
（偶数月のみ）

19 木

こども福祉課
保健センター…マタニティセミナー③

☎0299-90-1205

■家庭児童相談
（予約制） 月〜金曜日
こども福祉課

☎0299-90-1205

■教育に関する悩みの相談

20 金

月〜金曜日

☎0299-77-7544

保健センター…３歳児健診

■不登校に関する電話相談

月〜金曜日

☎0299-97-2816、0479-40-5512

21 土

■ニートやひきこもりの就労支援相談

保健センター…ニューファミリーセミナー（予約制）

（予約制） 第２木曜日
商工観光課

22 日

【休日当番医】…かしまなだ診療所、神栖済生会病院（小児科のみ）
市民体育館…神栖市ソフトバレーボール大会

☎0299-90-1217

アドバイザー佐藤 ☎090-2204-8943
■法律相談
（予約制） 毎月４回
市民協働課

☎0299-90-1171

■女性総合相談
（予約制） 毎週火曜日

23 月

市民協働課

保健センター…４カ月児健診

☎0299-90-1171

■行政相談 第２火曜日
市民協働課

☎0299-90-1171

■消費生活相談 月〜金曜日

24 火

消費生活センター ☎0299-90-1166
■人権相談
●水戸地方法務局鹿嶋支局
（予約制）

25 水

水・金曜日のみ☎0299-83-6000
●特設人権相談

午前10時〜午後3時

4月12日（木） はさき福祉センター

26 木

4月13日（金） 保健・福祉会館
社会福祉課

☎0299-90-1138

■こころの相談・福祉総合相談

27 金

社会福祉協議会

保健センター…１歳６カ月児健診

神栖本所

月〜金曜日

☎0299-93-0294

波崎支所 ☎0479-48-0294
■ボランティア相談

28 土

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

日

29 祝 【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）

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

月

30 休 【休日当番医】…坂本医院、神栖済生会病院（小児科のみ）

困りごと相談室

市の人口（
男

平成 30 年 2 月末日現在

）内は前月比

女

合計

世帯数

49,012 人（＋ 46） 46,324 人（−11） 95,336 人（＋ 35） 40,717 世帯（＋70）

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 April

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

【休日当番医】…白十字総合病院、神栖済生会病院（小児科のみ）

1 日 海浜球場ほか…神栖市若松軟式野球大会（8日、15日、22日、29日）
神之池陸上競技場…かみす桜まつり（〜15日）

4月8日、22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。
取扱業務の一部休止
システムメンテナンスのため、4月22
日はマイナンバーカードや住基カー
ドに関する取り扱い（特例転入、カー
ド記載事項の変更、電子証明書の発
行申請、マイナンバーカードの交付
など）
ができません。

2月
3火
4水

休日当番医
白十字総合病院 ☎0299-92-3311
神栖済生会病院 ☎0299-97-2111
児玉医院
☎0299-93-1177
かしまなだ診療所 ☎0299-96-5111
鹿嶋ハートクリニック ☎0299-77-8888
坂本医院
☎0299-92-0700
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と小児科医
による診療となります

5木
6金

保健センター…３歳児健診

7土

子宮がん医療機関検診・乳がん検診申込み受付開始
海浜庭球場…関東近都県中学校選抜ソフトテニス神栖大会（8日）

8日
9月
水質検査 毎週月曜日（祝日を除く）

【休日当番医】…児玉医院、神栖済生会病院（小児科のみ）
市民体育館…ジュニア体操春季演技会
カインズホーム神栖店…献血

保健センター…マタニティセミナー①

10 火

保健センター…４カ月児健診

11 水

総合健診申込受付開始

12 木

保健センター…マタニティセミナー②

13 金

保健センター…１歳６カ月児健診

14 土

文化センター…天童よしみコンサート

納期限5月1日
（火）

15 日

【休日当番医】…神栖済生会病院
石塚運動広場…会長杯ソフトボール大会
DCMホーマック神栖店…献血

第１期

16 月

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

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
文化センター（文化・スポーツ振興公社）
☎0299-90-5511

今月の納税
介護保険料
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チケット発売

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

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4月4日（水）

どをお手伝いしてくれる人を大募集！「毎週は難しい」
「見守りだけ
なら…」
「読み聞かせをしてみたい！」
という方も大歓迎です。

24

ぜひ、ボランティア登録をお願いします。

牧野富太郎の誕生日にちな

んで制定されました︒

こども映画会 午後2時30分
4月7日
（土）「ふるさと再生日本の昔
ばなし／母と娘の鬼退治 ほか」
4月14日
（土）
「親子ねずみの不思議
な旅」
4月21日
（土）
「まんが 世 界 昔ばなし
18／オルペウスのたて琴 ほか」
4月28日
（土）
「劇場版 れっしゃナン
バーワン大集合」

一般映画会 午後2時30分
4月22日
（日）「チャップリンからの
贈り物」
らっこちゃんタイム 午前11時
4月6日
（金） 「はなのおはなし」
※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
4月6日
（金）「はなのおはなし」
おはなしボランティアの会 ひまわり
4月14日
（土）
・21日
（土） 午後2時
赤ちゃんタイム
毎週木曜日 午前10時〜正午

春は草木がとても美しい

図書館イベント

中央図書館

時期︒お散歩中に気になる

内できない場合があります。

花や木を見つけたら︑図書

お待ちになっていた予約資料の準備ができても、ご案

館で調べてみてください︒

の提出をお願いします。

今月の本棚

また︑調べる本だけでな

住所や電話番号などが変わったら、図書館にも変更届

く︑花や木に関する様々な

春は、引っ越しなどが多い季節です。

ジャンルの本も集めていま

ださい︒

図書館まめちしき

4

今月は﹁花と木の本﹂で

この赤ちゃんタイム中にお子さんの見守りや絵本の読み聞かせな

す︒

実施しています。

月 日は﹁植物学の日﹂
︒ す︒ぜひ︑ご覧になってく

中央図書館では、毎週木曜日に
「赤ちゃんタイム」を

日本植物学の父と呼ばれる

赤ちゃんタイムボランティア募集中！

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
4月14日
（土）
・28日
（土） 午後2時

※時間と内容は変更になることがあります
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お元気ですか？

保健師です
健康増進課☎0299-90-1331

朝ごはん食べていますか？
神栖市が平成27年に実施したアンケート調査の
結果、
「朝食を食べないことがある人の割合」
が約2割
でした。その中でも、20代の男性では朝食を食べ
ない人が約半数を占めています。
（「第２次健康かみす21プラン」
より）

1日の始まりは
「朝ごはん」から！良いことがたく
さんあります。明日から「朝ごはん」を食べる習慣を
身につけてはどうですか。

朝ごはんには、こんなに良いことが！
●体温の上昇
朝から元気よく活動できます
●脳の働きが活発に
集中力や記憶力がアップします
●太りにくい体に
朝食を食べる人は、肥満になりにくい傾向があります

朝ごはんおすすめメニュー
これまで朝食をとっていなかった方は、牛乳や野菜
ジュースなどの飲み物から始めて、無理のない範囲で
少しずつ食べる習慣をつけましょう。
ステップ 1

ステップ 2

飲み物
栄養補給ゼリー
など

ステップ 3

おにぎり
パン
など

目玉焼き
ヨーグルト
など

習慣がついたら、食事のバランスも意識
炭水化物

ごはん
パンなど

たんぱく質

肉・魚・卵・大豆製品
牛乳・ヨーグルトなど
野菜（サラダ・スープ・和え

ビタミン・ミネラル 物など）、フルーツ

消費生活
センター通信
急増！
公的機関をかたる架空請求
ある日、法務省の管轄支局という所から、覚えの
ない訴訟を知らせるハガキが届いた…。
このようなケースが全国で多発しています。手口
は「法務省○○○○センター」などと、実際には存在
しない団体を騙り、不安をあおって金銭を騙し取る
というもの。連絡すると、訴訟取り下げ料金や弁護
士紹介料として金銭を請求してきます。
被害にあわないために、不審なハガキが届いても
相手にせず無視しましょう。

対処方法
●絶対に連絡しないこと！
個人情報を知られ、悪用
される可能性があります
●相手に連絡してしまい、
金銭の支払いを求められ
ても無視しましょう
●不安なときには、消費生
活センターまたは警察に
ご相談を！

架空請求

よくある文面
●
「国民訴訟通達センター」
「民事訴訟管理センター」
などと名乗る
●
「連絡しないと、給料を
差し押さえる」などと不
安をあおる
●
「訴訟取り下げの手続き
をするため、本人から連
絡を」などと迫る

ハガキ例

総合消費料金に関する訴訟
最終告知のお知らせ
貴方の利用されていた運営会社側から契約不履行によ
る民事訴訟として、訴状が提出されましたことをご通
知致します。
管理番号（く）498 裁判取り下げ最終期日

総合消費料金に関する訴訟
最終告知のお知らせ

を経て訴訟を開始させていただきます。ご連絡なき場
合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合い
の下、給料、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履
行させていただきますので裁判官執行官による執行証
書交付を承諾していただくようお願い致します。

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）
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裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて
承っておりますので、職員までお問い合わせください。

＊取り下げ最終期日

平成 30 年 4 月 1 日

なお、プライバシー保護のため、ご本人様からご連絡い
ただきますようお願い申し上げます。

＊取り下げ最終期日

平成 30 年 4 月 1 日

法務省管轄支局 民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞ヶ関○丁目 × 番△号
取り下げ等のお問い合わせ窓口
03−1234−5678

法務省管轄支局 民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞ヶ関○丁目 × 番△号
取り下げ等のお問い合わせ窓口
03−1234−5678

東日本大震災から7年、あの日を忘れない

津波避難訓練（3月11日）

かみす

トピックス

波崎第一中学校区22地区を対象に、マグニチュード7規模の地震発生を想定した
津波避難訓練が実施されました。当日は住民や消防職員など約900人が訓練に参加

まちの わだい

しました。
災害対策本部の置かれた波崎小では、災害時のメンタルケアをテーマに、筑波大
学・太刀川弘和准教授が
「災害から心を守るには、災害時の心の変化を知っておく
必要がある。今回のような実践的な訓練は大切なこと」
と講演。
講演終了後、応急手当や初期消火などの訓練を体験した方からは
「実際にやって
みないと分からないことばかり。いざ、その時に慌てないようにしたい」という声
が聞かれるなど、皆さん防災意識を高めていました。

講演会

応急手当訓練（心肺蘇生）

初期消火訓練

これからも愛される児童館に

子育てをサポート！

大野原児童館 竣工式（2月26日）

波崎こども園 竣工式（2月20日）

４月のリニューアルオープンを前に、大野原児童館

４月の開園を前に、波崎こども園の竣工式が開催さ

の竣工式が開催されました。
大野原児童館は昭和49年の開館以来、子育て家庭

れました。
波崎こども園は、老朽化した明神幼稚園と波崎保

の憩いの場として地域の皆さんに愛されてきました。

育所を統合し、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ
「幼

今回、経年劣化の見られた施設を改築し、児童厚生施

保連携型認定こども園」として波崎小学校の隣に新設。

設と児童発達支援事業所の機能を持つ複合施設に。子

一時保育・子育て支援室があり、降園時間後や早朝の

育て広場や図書室はもちろん、相談室や救護室などを

延長保育、夏休み中の預かり保育もできる施設になっ

備え、なかでも多目的室には市内の児童館で初めてボ

ています。

ルダリング壁を設置しています。
新しい建物のシンボルカラーは｢みかんいろ｣！ぜひ、

子どもたちの元気な声が聞こえてくるのが、今から
楽しみですね！

遊びに来てくださいね。
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「神栖で働く自分」
をイメージ！

市内工場見学&業界研究会ツアー（2月23日）
神栖市での就職を希望する学生に向けて、市内立地企業に
よる工場見学&業界研究会ツアーを開催しました。これは昨
年に引き続き2回目の開催です。
参加者は、花王㈱鹿島工場と新日鐵住金㈱鹿島製鐵所との
2社に分かれて見学。鹿島セントラルホテルで開かれた21社
による業界研究会では、各社から業務内容や業界説明を受け、
市内企業への理解を深めました。
研究会には学生55人が集まり、
「地元の企業について、知る
ことができた。ネットではわからない、現場の声を聞けてよ
かった」
といった声があがるなど、好評を博していました。

市では、若者のUIJターン促進のため、7月頃に市内立地企業を対象とした就職面接会を開催予定！多くの学生
の参加をお待ちしています。

フナの放流を体験

水辺に親しむ野外体験学習標語コンクール
川や湖などの水産資源を増やすため、常陸川漁業協同組合
では毎年、軽野小学校の児童とともに、軽野港でフナの稚魚
を放流しています。
今回、茨城県内水面漁業協同組合連合会が主催する
「水辺
に親しむ野外体験学習標語コンクール」で、放流を体験した
児童の作品62点の中から入賞者が表彰されました。
神栖市教育長賞
「川の水 みんなが使う くらしの水」 山本 笑莉さん
茨城県内水面漁業協同組合連合会長賞
「みずうみを きれいにしよう みんなでね」 鈴木 明日香さん
常陸川漁業協同組合長賞
「川や海 みんなのたから 大切に」 石津 蓮奈さん
「この星の 命のおんじん 森の水」 稲葉 陽菜さん

いばらきねんりん文化祭

及川功子さんが茨城県知事賞に（2月17日）
水戸市で、いばらきねんりん文化祭
「わくわく美術展」
が開催されました。
この展覧会に、市の生きがい講座で陶芸教室を受講した方々が工芸部門に
出品し、学習の成果を披露。その中で、繊細な線刻造形の花器を制作した
及川功子さんが、最高賞となる茨城県知事賞に輝きました。

▲

及川さんの作品「斜線文五面花器」
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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

事業地区

平均落札率

落札業者名

29市道6-9号線舗装改修工事

下幡木地内

佐藤建設工業（株）

29市道1-1号線側溝改修第1工区工事

波崎地内

村田屋建工

29市道1-1号線側溝改修第2工区・神水（配）第10号工事 波崎地内

佐野総建（株）

29市道3152号線舗装新設工事・神水（配）第8号工事 砂山地内

セイサダヤ工業（株）

29日川１号幹線蓋掛工事

日川地内

94.13％

（平成29年11月27日〜平成30年2月22日契約分）

（株）ワタナベ

29旧土合配水場撤去・土合1号公園フェンス設置工事 土合本町四丁目地内 平本企業（株）

落札金額(円) 予定価格(円)

入札
者数

15,640,000

23,140,000

4

9,750,000

14,260,000

7

21,740,000

27,180,000

5

9,980,000

12,480,000

3

5,160,000

7,030,000

5

17,290,000

20,340,000

2

8,235,000

10,700,000

7

29街頭防犯カメラ設置工事

神栖地内ほか1カ所 （株）つくば電気通信

29大野原南部分区実施設計業務委託

筒井地内ほか

東京技研設計（株）

11,834,000

21,210,000 18

29市道2159号線外2路線路床改修工事

土合西二丁目地内

鹿島信販（株）

10,190,000

14,870,000

3

山田工業（有）

8,750,000

10,410,000

1

7,450,000

8,320,000

2

クボタ環境サービス（株） 24,900,000

26,640,000

1

6,330,000

8,120,000

8

9,150,000

13,708,000

6

20,210,000

29市道8-761号線舗装新設工事・神水(配)第11号工事 知手地内
神栖第四中学校多目的トイレ改修工事

大野原中央2-8-46地内 （株）池田工務店

平成29年度第二リサイクルプラザ機械設備消耗部品取替工事 波崎9602
29波崎東明神周辺地区住環境整備事業市道1017号線補償算定業務委託 波崎地内

（株）アイビーコンサルタント

校務用コンピュータ等購入

息栖小学校ほか21カ所 日石興産（株）

29神水（配）第12号工事

須田地内

安藤造園（株）

28,530,000

4

神栖市役所庁舎耐震補強及び改修工事

溝口4991-5地内

株木・常総特定建設工事共同企業体 1,160,000,000 1,165,280,000

2

神栖市役所庁舎耐震補強及び改修工事監理業務委託 溝口4991-5地内

（株）
若柳建築事務所

21,110,000

26,450,000 11

29矢田部サッカー場フェンス設置工事（C・D面） 矢田部地内

山田工業（有）

5,080,000

5,410,000

1

29日川浜駐車場環境整備工事

篠塚建設

6,670,000

9,130,000

4

29下水道管渠スクリーニング調査第２号業務委託 知手中央四、五丁目地内 管清工業（株）

6,740,000

7,110,000

9

29小型動力ポンプ購入

下幡木4369-2ほか4カ所地内 共立防災（株）

7,325,000

7,987,500

7

29はさき火葬場庇設置工事

波崎9598地内

（有）三浦建工

10,990,000

12,240,000

3

29波崎本郷地区排水路補修工事

波崎字本郷地内

（有）岡野建設

7,430,000

7,990,000

1

学校情報管理用Proxyサーバー等賃貸借

神栖市役所内

6,684,000

6,720,000

4

神栖市AED（自動体外式除細動器）賃貸借

小学校14校・中学校8校・幼稚園4園 （株）セントラルメディカル

日川浜地内

日興通信（株）

6,786,000

10,140,000

2

神栖市立小学校デジタル複写機賃貸借（その３） 息栖小学校ほか2校 （株）さくた

7,849,200

8,812,200

3

神栖市立小学校デジタル複写機賃貸借（その２） 波崎小学校ほか3校 （株）さくた

9,151,200

10,039,200

3

神栖第一中学校ほか7校 （株）開成堂

10,320,000

13,698,000

3

神栖市立小学校デジタル複写機賃貸借（その１） 軽野小学校ほか5校 （株）さくた

16,239,600

17,859,600

3

神栖市立小学校印刷機賃貸借

息栖小学校ほか12校 （株）トラヤ

17,160,000

22,266,000

3

神栖市立中学校デジタル複写機賃貸借

神栖第一中学校ほか6校 （株）さくた

19,630,800

21,520,800

3

神栖市立中学校印刷機賃貸借
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お知らせファイル

▼パブリ ッ ク コ メ ン ト 募 集

▼プロポーザルを実施します

学生納付特例制度

▼ 手続きを忘れずに！

国保年金課

地域包括支援センター
委託事業者 募集
地域包括支援課

☎0299︲ ︲1145

第２次神栖市総合計画
︵素案︶
政策企画課
︲1701

国民年金保険料の納付が困難な学

☎0299︲
市では︑高齢者の総合相談窓口と

生は︑申請すれば納付を猶予されま

︲9366

して︑介護予防ケアマネジメント業

す︒︵申請は年度ごとに必要です︶

☎0299︲

2022年 度︶の ま ち づ く り の 指 針

務をはじめとした包括的支援をする

対象＝本人の所得が118万円以下

年間
︵2018〜

として︑策定を進めている﹁第２次

地域包括支援センターの設置・運営

で︑制度の対象校に在籍している方

市 で は︑ 今 後

神栖市総合計画﹂の素案について︑

を委託する法人を募集します︒
芝︶
日︵月︶〜 日︵金︶

明会への参加が必要です︒

申込期限＝ 月

日︵金︶

から送信

※募集要領や申請書などは︑問合先
または市ホームページで入手可能

13

● 年前納＝１４︑４２０円の割引

現金での保険料前納による割引

月額＝１６︑３４０円

☎029︲227︲3251

水戸南年金事務所

国民年金保険料の改定

▼ 4 月から変わります

申請先＝国保年金課・市民生活課

合︑委任状も必要︶

が で き る も の が 必 要︵別 住 所 の 場

※代理申請には︑代理人の本人確認

ピー可︶または在学証明書︑印鑑

有 効 期 限 の 記 載 さ れ た 学 生 証︵コ

必要書類＝本人確認ができるもの︑

意見を募集します︒
対象＝市内在住・在勤・在学の方

申込期間＝ 月

各公民館︑各コミュニティセンター︑
中央図書館
提出方法＝所定の様式に必要事項・

日時＝

月 日︵火︶ 午後 時

意見を記入し︑郵送・FAX・持参

17

場所＝保健・福祉会館

4

※様 式 は 閲 覧 場 所 ま た は 市 ホ ー ム
ページから入手可能
提出先＝政策企画課
〒314︲0192
神栖市溝口4991︲

0299︲ ︲1112

5

4

または市ホームページ入力フォーム

18

2

プロポーザルの申し込みには︑説

公募説明会

閲覧場所＝政策企画課︑市民生活課︑

日 常 生 活 圏 域︵溝 口 〜 深

対象＝第

91

提出期限＝ 月 日
︵休︶

95

※市ホームページでも閲覧可能

7

30

90

※持参のみ︑市民生活課でも可

● カ月前納＝８００円の割引
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1

5

4

5

90

● 年前納＝３︑４８０円の割引

2

1

6
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お知らせファイル
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▼4月 日は﹁法テラスの日﹂

法テラス 神栖市
法律相談会

市政発展に対する
功績が認められ、樋
口さんが茨城県市長
会自治功労者として
表彰されました。
平成25年、市内に
初めて設置された大
野原小学校区地域コ
ミュニティ協議会の
会長に就任以来、地域の枠を超えた活動の重
要性を発信し、地域力向上とコミュニティ醸
成に寄与。また、神栖市シニアクラブ連合会
副会長として、高齢者の社会参加や生きがい
づくりに大きく貢献されています。
受賞おめでとうございます。

法テラス茨城

茨城県市長会自治功労者表彰
（2月9日）
樋口 義則さん

・

〜まちづくりのために〜

☎050︲3383︲5390

K

法テラスは︑国が設立した公的な

農林課

インフォメーション

教育委員に再任
伊藤 茂子さん

法人です︒法的なトラブルでお困り

9

の方は︑ご相談ください︒

時

4

5

日
︵水︶

時〜

1

日時＝ 月

午後

場所＝市役所本庁舎

月 日
︵月︶

9

定員＝ 人程度
︵先着順︶

申込開始＝

︲1008

▼農業者の皆さんへ

農作業車での公道走行

☎0299︲

トラクターなどで公道に出る際は︑

事前に必ず泥を取り除いてください︒

道路に落ちた泥

は︑通行の妨げに

なり大変危険です︒

道路交通法などの

違反になる場合が

あります︒

かみす

90

4

5

10

（3月8日）

平成30年3月8日に神栖市議会の同意を
得て、教育委員会委員に再任されました。
伊藤さんは平成26年から委員を務め、
今回で2期目。
任期＝平成30年3月28日から4年間

消防本部消防長から善行者表彰
（3月12日）
岡根 亨さん
岡根さんは鹿島石油㈱鹿島製
油所に勤務。昭和53年の入社
以来、安全・安定操業と防災設
備の維持管理に主導的立場で取
り組むとともに、消防防災の推
進や保安体制の強化に尽力され
ました。
また、39年間の長きにわたって、保安防災業務に携わり、近年
は保安教育に指導力を発揮するなど、施設の保安レベル向上に大き
く貢献されています。
受賞おめでとうございます。
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▼老朽化のため

▼浄化槽管理士証の確認を

﹁はかり﹂の定期検査

▼２年に１回必要です

商工観光課

浄化槽保守点検業の
無登録業者に注意！
茨城県環境対策課

うずも児童館の移設
こども福祉課

☎0299︲ ︲1217

日︵火︶・

月

日︵水︶ 波崎体育館

日程・場所＝すべて

☎029︲301︲2966
浄化槽を保守点検する事業者は︑

︲1205

☎0299︲
海浜保育所の建物を改修し︑うず
茨城県知事の登録が必要です︒

-10

も児童館を移設します︒

-6

日︵木︶ 若松公民館

-5

登録事業者である場合︑茨城県知

2

工事期間

-1

日︵金︶ 平 泉 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン

-1

事の確認印が押印された﹁浄化槽管

-7

ター

18

理士証﹂を携帯していますので︑必

10

日︵火︶ 商工会館

6

日︵月︶・

0

時間＝午前 時 分〜正午

2

時

14

時〜

72

午後

8

費用＝ 台520円〜３︑０００円

4

持参物＝受検通知ハガキ・はかり
※分銅・おもりも必ず持参

計

車上
狙い

自動車 オートバイ 自転車

▼ RDF センター

廃棄物処理手数料
収納業務

鹿島地方事務組合

☎0299︲ ︲1186

広 域 波 崎RDFセ ン タ ー の 収 納
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業 務 を 大 地 建 設︵株︶に︑ 広 域 鹿 嶋

RDFセンターの同業務を極東開発

日

1

（1月末）

2

平成29年

1

（1月末）

13

平成30年

65

増減

工業︵株︶に委託しました︒
委託期間
月

31

乗り物盗

年

11

日〜平成 年

街頭犯罪

90

4
90

3

犯罪 侵入
総数 犯罪

30

3
31

6

選挙の有無に関わらず、政治家が選
挙区内の人にお金や物を贈ることは、
特定の場合を除いて一切禁止されてい
ます。私たちが求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附にな
るので注意しましょう！
（例）禁止されている寄附
葬式の花輪・供花
祭りへの寄附や差入れ
地域の運動会への飲食
物の差入れ

1 10 17

●保育所の改修＝ 月〜 月中旬

政治家や候補者からお金や物を
もらっても大丈夫？

13 12 10

月

市内の刑法犯認知件数

1

1

●児童館の解体＝ 月下旬〜 月末

18歳以上に選挙権が与えられ、より身
近になった選挙。基礎知識をおさらい
しておきましょう！

16

4

ず確認しましょう！

神栖市選挙管理委員会☎0299-90-1125

5

※移設に伴い︑一時閉館する場合に

投票日 私は行くよ 君も行こう

90

は︑ホームページなどでお知らせ

平成29年度明るい選挙啓発標語コンクール 入選作品より

4

5

しますので︑ご了承ください

！
教えて
ょ
せんき

JICAボランティアに
なりませんか

大学と連携したまちづくり調査
研究成果報告会

開発途上国で現地の人々とともに暮

市では将来のまちづくりを進めるた

鹿島製鐵所
さくらまつり
たたら製鉄の実演会や工場見学会、

らし、ともに働いてみませんか。

め、大学と連携し、市の課題について

キャラクターショーやお笑いライブな

対象＝20歳〜69歳の方

調査研究に取り組んでいます。

どもあります。

申込期限＝5月1日（火） 正午

日時＝4月21日（土） 午後1時30分

日時＝4月7日
（土）

場所＝保健・福祉会館

午前9時〜午後3時30分

報告内容

場所＝新日鐵住金
（株）鹿島製鐵所構内

●安全な街 神栖 〜市民が守る市民の

※車でお越しの場合は、西門から入場

JICAボランティア募集事務局
☎03-6734-1242

催 し

命／救急教育強化プロジェクト〜
筑波大学

髙橋伸二

准教授

●神栖地域医療連携強化・在宅推進プ

かみす街角ギャラリー

ロジェクト
筑波大学

大原哲雄写真展

細井崇弘

助教

●神栖市自然環境調査
千葉科学大学

新日鐵住金
（株）
鹿島製鐵所
☎0299-84-2276

東庄県民の森イベント
春の祭
山野草展示会や野菜の朝市、フリー

植木岳雪

教授

マーケットなど。

時間＝午前10時〜午後5時

内川隆一

教授

日時＝4月29日（祝）

※最終日は午後3時まで

小濱

准教授

午前9時〜午後3時

日程＝4月3日（火）〜15日
（日）

かみす街角ギャラリー

政策企画課

☎0299-96-5877

文化センター

剛

・ 東庄県民の森管理事務所

☎0299-95-9366

☎0478-87-0393

イベントインフォメーション

文化センター☎0299-90-5511

天童よしみコンサート
抜群の歌唱力と楽しいトーク。明るくて愛嬌たっぷりな天童よしみさん
のパワフルステージです！
公演日

6月24日（日）

開演
時間

昼の部 午後1時30分
夜の部 午後5時30分
※開場は30分前

チケット発売所

【神栖】 文化センター
なみき書店
鹿島セントラルホテル
アトンパレスホテル
【鹿嶋】 オカミ書店（本店）
【潮来】 潮来 S・C アイモア
【香取】 つじむら化粧品店
【銚子】 青少年文化会館

▶チケット料金
S席 5,500円
（税込）
A席 4,500円
（税込）
▶チケット発売＝4月14日（土）
※未就学児は入場不可
※車いす席での鑑賞をご希望の方は、問合先まで

☎ 0299-90-5511・90-5512
☎ 0299-96-1855
文化センターでの販売について
☎ 0299-95-5511
販売初日は電話予約のみ(午前9時開始)
☎ 0299-93-2001
●電話1件につき6枚まで、座席指定不可
☎ 0299-82-1051
●予約チケットの引取期間は、翌日から1週間以内
☎ 0299-63-3715
☎ 0478-82-2941
※文化センター以外の販売所は、開店時間から店頭発売
☎ 0479-22-3315
（1人2枚まで）
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みんなのひろば
…申し込み

…問い合わせ

神栖アウトドアクラブ
山や温泉の好きな人集まれ！クラブ
の会員を募集中です。

募 集
ミズノオープントーナメント
ボランティア
鉾田市で開催されるミズノオープン

対象＝65歳以下で、筑波山を筑波山

こども健康スポーツ教室

費用＝入会金1,000円
年会費2,000円

日程＝5月9日〜7月11日の水曜日
（全10回） 午後4時45分〜5時45分
場所＝武道館
対象＝市内在住の小学1〜4年生

の運営ボランティアに参加しませんか。

定員＝25人
（先着順） 費用＝3,000円

日程＝5月24日（木）〜27日
（日）

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

場所＝ロイヤルゴルフクラブ（鉾田市）

申込開始＝4月7日（土）

対象＝2日間以上参加できる方

神社から登れる方

・ 武道館 ☎0299-96-7700

※先着順

申込期限＝6月30日（土）
・ 神栖アウトドアクラブ
杉原

☎0299-96-1067

オカリナ初心者講座
叙情歌を中心に、初歩から楽しく学
びます。

※申込方法など詳細は、問合先ホーム

春のちびっこ水遊び教室

ページをご確認ください
ミズノオープンボランティア事務局
☎06-6233-6600

ヨガ教室
日程＝5月9日〜7月18日の水曜日
（全10回） 午後7時〜8時
場所＝武道館
対象＝市内在住・在勤の高校生以上
定員＝40人（先着順） 費用＝5,000円

日程＝4月25日〜9月26日の第2・第
4水曜日

日程＝5月9日〜6月27日の水曜日
（全8回） 午後3時〜4時、4時〜5時

時間＝午前9時30分〜正午
場所＝保健・福祉会館

場所＝海浜温水プール

対象＝6カ月間続けられ、講座終了後

対象＝市内在住の5歳〜6歳

もオカリナ
「土笛」
で活動したい方

定員＝各時間10人
（先着順）

定員＝8人
（先着順）

費用＝3,000円

費用＝月額300円

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

申込期間＝4月3日（火）
〜8日（日）

申込開始＝4月14日（土）

・ オカリナ
「土笛」

・ 海浜温水プール

佐藤 ;080-1120-4913

☎0299-97-1177

申込方法＝費用を添えて来館申し込み
申込開始＝4月7日（土）

春季バドミントン大会

親子記者になりませんか？

・ 武道館 ☎0299-96-7700
日程＝5月20日（日）

春季シェイプアップヨガ教室
日程＝5月10日〜7月12日の木曜日

小学生親子が、被爆の実態や平和に

受付＝午前8時30分〜8時45分

取り組む人などを取材して新聞を作

場所＝武道館

成。全国に平和の尊さを発信します。

対象＝市内在住の中学生以上

日程＝8月8日
（水）〜11日
（祝）

競技方法＝個人戦、男女別ダブルス、

場所＝長崎市内

場所＝波崎体育館

クラス別リーグトーナメント

対象＝小学4〜6年生と保護者

対象＝市内在住・在勤の高校生以上

クラス＝上級・中級・初級・初心者

申込期限＝5月7日（月）

定員＝20人（先着順） 費用＝5,000円

費用＝1チーム2,500円

※申込方法など詳細は、問合先ホーム

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

申込方法＝費用を添えて来館申し込み

ページをご確認ください

申込開始＝4月4日（水）

申込期限＝5月13日（日） 午後5時

（全10回） 午後6時30分〜7時30分

・ 波崎体育館 ☎0479-44-5581
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・ 武道館 ☎0299-96-7700

日本非核宣言自治体協議会事務局
☎095-844-9923

みんなでつくる新しい神栖市
広報かみす 第279号 2018年4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）

フリー
トーク！

まちづくり懇談会
秘書課☎0299-90-1121
石田市長が市内の地区公民館や公共施設を訪れ、市民の皆さんとフリートーク！
まちづくりに関するご意見をお気軽にお聞かせください。
日程＝参加団体の希望を伺い、調整のうえ決定します
対象＝地区や市内に活動拠点を置く団体など、10人以上でお申し込みください
※政治・宗教団体、不法行為のおそれがある団体を除く
申込方法＝申込書に必要事項を明記し、郵送・FAX・Eメールまたは持参
※申込書は「市長へのたより箱」設置場所または市ホームページで入手可能
申込先＝秘書課
〒314-0192 神栖市溝口4991-5
P 0299-90-1112
{ info@city.kamisu.ibaraki.jp

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

食べて良し、贈って良し

商工観光課☎0299-90-1217

新たに2つの特産品が認定されました！

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

神栖市の魅力を多くの人に知ってもらいたい！
そこで、市では平成28年度から「神栖市地域特産品認定事業」として、市民
や観光客に愛される優れた商品を特産品として認定しています。
平成29年度は新たに2つの商品が認定され、市長から認定証が交付されまし
た。ぜひ、毎日の食卓やお土産にどうぞ！

秋刀魚みりん干し

定価

300円（税込）

さば文化干し

秘伝のみりんダレに、低温
で丸2日漬けて熟成。厚い
身は焼いても柔らか、骨ま
で食べられる、子どもにも
オススメの一品です。
（1パック3枚入り）

定価

トロさばを塩ダレに漬け込
み、ソフトな食感に。脂の
乗った上品な味わいの文化
干しは、波崎地域の伝統の
味です。
（1パック1枚入り）

生産者に聞く！

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

どちらも次の販売先で購入できます！
WINDS BASE
田辺薬局かみす賀店
スミト（株）事業所内
（株）川畑の工場・ホームページ
さらに！神栖市ふるさと納税の
返礼品にもなっています。

250円（税込）

認定された商品について、生産者である
（株）川畑の
川畑雄一さんに聞きました！
どちらも若者には、なじみのないものになってき
ています。波崎の伝統的な味なので、
「聞いたこと、
食べたことがない！」という方に特産品として知っ
てもらい、食べてもらうきっかけになれば。

