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波に乗れ！ 神栖市長杯 波崎サーフィン大会
７月28日に波崎海岸で行われた神栖市長杯波崎サーフィン

茨城県知事選挙❷
食生活改善推進員になろう！❺
きらっせ祭り❻

大会で、103人がその技を競い合いました。
市内・外から集まった選手たちは、打ち寄せる波を捉えては
華麗な技を披露していました。
海上の熱くて楽しい戦いは、夏の暑さをひととき忘れさせて
くれました。

茨城県知事選挙
９月８日（日） 午前７時〜午後６時

投票日

市選挙管理委員会事務局☎0299-90-1125

送付された投票所入場券に記載してある投票所で投票してください

大事な一票、
投票してね！

鹿島アントラーズ
「しかお君」

鹿島
鹿島アントラーズも
引き続き神栖市の投
引き
票率向上を応援して
くれます。

新たにハッスル黄門
様も神栖市の投票率
向上を応援してくれ
ます。

茨城県マスコット
「ハッスル黄門」

期日前投票

「作ろうよ。幸せな未来」

8月23日
（金）〜9月7日
（土）
午前8時30分〜午後8時

市役所、総合支所

茨城県知事選挙

統一キャッチフレーズ

移動期日前投票
期日前投票所
中央図書館
矢田部公民館
若松公民館
うずもコミュニティセンター
はさき生涯学習センター

期間

時間

8月24日（土）、25日
（日）、
31日
（土）
、9月1日（日）
8月27日
（火）、28日
（水） 午前10時〜午後6時
8月29日
（木）、30日
（金）
9月3日
（火）、4日（水）

参議院選挙では約1,800人
の方が移動期日前投票を利
用しました。

期日前投票・移動期日前投票はどの地区の方も投票できます

レッドカーペット登場！
7月 の 参 議 院 選 挙 で 好 評
だった「レッドカーペット」
を、今回も行います。

参議院選挙

投票率最下位脱却！

7月21日に行われた参議院議員選挙の投票率は
46.54％で県内37位
（44市町村）
でした。
皆さんの投票で県内最下位を脱却しました。

ちょっとセレブな気持ちに
なってみては？
設置場所＝中央図書館・矢田
部公民館の移動期日前投票

順位
7月21日
1
参院選市町村別
投票率
8

市町村別

投票率

利根町

68.59％

鹿嶋市

52.47％

13

潮来市

50.80％

33

行方市

46.97％

37

神栖市 46.54％

41

鉾田市

45.19％

44

坂東市

39.95％
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4月1日 号 で 概 要 を お 知 ら せ し た﹁ 後 期 基 本 計
画﹂には︑今回新たに﹁重点プロジェクト﹂が加え
15

り︑内容を紹介しました︒この連載は今号 が 最 終

重点プロジェクト ❸

政策企画課☎0299︲

〜誰もが健康で元気に生きがいをもって暮らせるまちを目指すために〜

年

︲1120

90

月︶に基づき︑誰もが健康で元

﹁誰もが元気な﹂かみす

られています︒そこで︑3回︵各月 日号︶にわた
回です︒

健康づくりの重要性を市内外に宣言した﹁健康都市宣言﹂︵平成

10

気に暮らせるまちづくりを市民と行政が一体となって総合的に推進します︒

24

づくり︑学習情報の提供と学習
など

相談の充実︑指導者の養成と人
材確保

健康づくり

包括支援センターの充実︑高齢

介護予防・日常生活支援 地域
総合的な推進

者の生活支援事業の推進︑介護

センターの充実︑認知症対策の

健康づくりの支援 健康管理シ

進

など

その他 感染症対策の推進

ど

神栖市長保立一男

覧いただけます︒

画﹂は︑市のホームページでご

神栖市総合計画﹁後期基本計

目指します︒

のできる
﹁健康都市﹂
の実現を

生きがいをもって暮らすこと

民 の 誰 も が︑ 健 康 で 元 気 に︑

後期基本計画に基づき︑市

な

また︑誰もが生きがいをもって暮らせるよう︑生涯学習やスポーツ・レクリエーション活動の充実を
図ります︒

生きがいづくりと
人づくり
など

雇用・就業の促進 職業能力開
発の促進︑就業の支援

新しい時代に対応する教育の推
進 神栖市教育振興基本計画の
生涯学習推進体制の確立 生涯

予防事業の充実︑デイサービス

など
学習推進体制の整備︑利便性の
高い公民館運営

促進

など
文化活動推進体制の充実 文化

年代・ライフスタイルに応じた
動指導者の確保・育成

ス テ ム の 整 備・ 活 用︑ 健 康 診

など
関連団体の支援・育成︑文化活
スポーツ・レクリエーション活

査・各種がん検診の充実︑健康

など
動の振興 関連団体の支援・育

づくり体制の推進

保健・福祉と医療のネットワー

など

成︑指導者の人材確保・育成︑
新たなスポーツの導入

ク体制の確立

など
その他 多様な要求に応える学

治療体制の確立︑情報交換の促

早期発見・早期
習機会の充実︑生涯学習の拠点
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後期基本計画に盛り込まれた新たな施策
神栖市総合計画

市長と語ろう！

﹁ふれあい懇談会﹂

万

万

︲1121

費の助成などを実施しています︒

時に大切だということをご理解

総合支所の敷地内に津波避難

意見

日︵月︶︼

ビルを整備する計画はどう進め

秘書課☎0299︲

月

いただき︑安全・安心に暮らせ

られているのか︒

ご近所のつながりがいざという

︻神栖農産物直売所

る地域をつくるために︑さらな

意見
直売所の建物が傷んで雨漏り
するので修理してほしい︒

回答
市の財産ですので︑市で修繕
します︒

︻本郷行政区︼
意見

ても見直しを図っていきたいと
考えます︒

約

階建てで︑災害発生時には

千人の避難者を収容できる

今後︑災害時要援護者の増加

たが︑整備に係る交付金を管轄

の名称は﹁津波避難ビル﹂でし

施設を整備予定です︒計画当初

が見込まれる中で︑地域におけ

する復興庁との協議を進める中

で︑名称を﹁防災拠点施設﹂に

少ない地区においては要援護者

高齢化が進む中で︑若年層の

予定で︑施設建設は平成 ・

度中に具体的な実施設計を行う

計画・基本設計を策定し︑今年

変更しています︒昨年度に基本

に対し特定の支援者を確保する

年度の カ年で行う計画です︒

意見

総合支所周辺の道路整備につ

いて伺いたい︒

もに︑加入世帯の経済的負担軽

活動の紹介などPRを行うとと

の配布や広報紙を利用した地区

転入者への行政区案内チラシ

防災拠点施設の整備の中で拡幅

所に接している道路については

備を検討していきます︒総合支

るのであれば︑道路の拡幅・整

地元の方々のご協力が得られ

回答

土木研究所跡地を財務省から

減のため︑活動費や事業への助

回答
払い下げてもらう際に使用上の

く必要があると考えます︒

するという体制を組み入れてい

て地域の要援護者の方々を支援

防や自主防災組織などが連携し

ことが難しくなることから︑消

回答

る支援体制をどう考えるか︒

意見

回答

日︵月︶︼

万リット
千リットル
千リットル

市としての︑行政区加入推進

るPRを行い︑支援方法につい

月

た耐震性貯水槽の約

月に開催した懇談会の内容を一部ご紹介します︒

︻神栖農産物直売所︼
意見
︵仮称︶
土研跡防災公園の備蓄
について伺いたい︒

回答
敷地内の備蓄倉庫に︑常温で
を合わせ︑約

を確保する予定です︒

の取り組みについて伺いたい︒

26

を考えます︒

回答

2

直売所などの建設は難しいと考
行 政 区や 任 意の団 体︑グルー プな どの ご要 望に応じて懇 談
会を開催し︑まちづくりに関する皆さんのご意見を伺いました︒ えます︒

︻本郷行政区

8 1

成︑地区集会所の新築・補修経

作ってほしい︒

3

2

4
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7 7

制限が設けられており︑農産物

防災公園内に農産物直売所を

意見

10

6

6

長期間保存が可能なアルファ米︑ ルと保存水約
保存用ビスケット︑缶入りパン
年度までに

万 千食備蓄する予定です︒

などの食料を平成
約

27

飲料水については地下に埋設し

6

12 2

7

12

27

ご存じですか？﹁健康寿命﹂

﹁ 食 生 活 改 善 推 進 員 ﹂に な ろ う

時 分〜

時

月 日のみ︑正午まで

時間＝午前
※

分

割以上に出席で

場所＝保健・福祉会館 ほか
対象＝講座の

き︑講座終了後ボランティアと
して活動できる方
定員＝ 人︵先着順︶

︲1331

とが好き！﹂﹁成長期の子どもの

健康増進課☎0299︲

く︑心臓病や脳卒中になってし

申込期限＝

そんな皆さん！﹁食﹂を通じ

です！

月 日︵金︶

食事をもっと充実させたい！﹂

いんです︒長く健康でいるため

て健康づくりを推進する︑食生

﹁地域で活動したい！﹂

日常的に介護を必要としない自
には︑若い頃から食事や運動な

活改善推進員になりませんか？

よく聞く寿命のことではなく︑ 立して元気に過ごせる期間が短
立した生活があと何年できるか
ど生活習慣を少しずつ見直して

人でも︑グループでもOK

講座案内

という期間を言います︒県内で
いくことが大切です︒

﹁食生活改善推進員﹂
って？
食事や健康のスペシャリスト

30

閉講式、修了証交付

として活動するボランティアの

12

3月上旬

〜 歳の方の健康寿命を比較

30

いつまでも骨元気！
運動と食事で骨粗しょう症予防
調理実習

13

2月中旬

9

レッツトライ！カロリー計算
1月23日
（木）
調理実習
（基本の献立）

ことです︒子どもたちに飾り巻

こどもたちの歯を守ろう！
調理実習
（手作りおやつ）

してみると⁝⁝

9

8

まうことが多いため︑老後を自

・

‼
バランスの良い食事ってどんな食事！？
10月31日
（木）栄養の基礎知識を知ろう！
調理実習

なんと神栖市は

20

12月19日
（木）

﹁健康寿命﹂って？

90

食中毒から家族を守る！
9月26日（木）食の安全を学ぶ
調理実習
（郷土料理）

30

メタボ改善
調理実習
（肥満予防）

き寿司の作り方を教えたり︑親

講座の日程と内容

︽県内ワースト ︾
神栖市の方は血圧や血糖が高
親子料理教室でタコライス作り

69

9

11月21日
（木）

子で参加できる料理教室を企画
したり︑生活習慣病を予防する

※内容は変更になることがあります

ための教室を開催したり⁝⁝自
分の健康は自分で守るという考
えで料理教室を中心とした食育
活動を行っています︒
人が

開講式・オリエンテーション
神栖市の健康状況を知ろう！
9月20日
（金）

1

講座内容
日時

食生活改善推進員は全国に約
万人︒神栖市では現在

きます︒

けることで会員になることがで

活動しています︒養成講座を受

39

﹁料 理 を 作 っ た り︑ 食 べ る こ

第178号
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65

がんばろう！日本 がんばっぺ！茨城・神栖
みんなに元気と笑顔を！ きらっせ祭り

第29回

▶催し物がいっぱい！
〈新鮮なお魚がいっぱい！〉黒潮市
〈砂浜での熱い戦い〉ビーチサッカー大会
〈楽しい出店が並びます〉青空市
〈波崎漁港から沿道を練り歩きます〉みこしパレード
〈フラダンス、よさこいなど見どころたくさん！〉おまつり広場発表会
〈勇壮な太鼓に合わせて踊ります〉鳴物・手踊り
〈毎年大人気、早い者勝ち？〉つみれ汁無料配布
〈約6,700発の打ち上げ花火、ラストはもちろん二尺玉！〉花火大会

2013年

8月25日（日）
午前9時〜午後9時
※雨天時、花火大会のみ
翌日へ順延（午後8時）

場所＝サンサンパーク、
波崎海水浴場周辺

きらっせ祭り実行委員会
☎0479-26-3021
☎090-3341-3021
（当日のみ）
公式HP
http://www.seawinz.or.jp/kirasse/
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9月29日
（日）

市民討議会2013を開催します！
市民協働課☎0299-90-1178

市民討議会？
まじめに会議するのかな。
そんな難しいのできない
よ〜。

心配しなくても大丈夫！
市民討議会では特別な知識や経
験は必要ないんですよ。
普段のままのあなたで参加し
ていただければいいのです！

市民討議会とは、集まった人たちがまちづくりを
テーマに、自由に楽しくおしゃべりをする場です。
お菓子を食べながら、ジュースを飲みながら、1
日楽しんでください。
「よく分からないけど、こんな
神栖市だったらいいよね！」から良いアイデアが生
まれます。
参加案内を郵送しています
16歳以上の市民の中から、無作為に1,500人を
選び出して参加のご案内を郵送しています。
「 参加
してもいいよ！」という方は、同封の申込書を返送
してください。希望者の中から抽選で42人の方に、
参加していただきます。

宝くじの収益を有効活用

「みなと祭り」のおみこしを整備

市民協働課☎0299-90-1178

ジャンボ宝くじを買ったことはあるでしょうか。くじ
券をよく見ると「全国自治宝くじ」
と書いてあるのはご存
知ですか？これは日本全国の自治体で発売される宝くじ
のことで、その収益金は社会のために役立っています。
そのひとつとして、
（財）自治総合センターが行う「コ
ミュニティ助成金」というものがあります。この助成金
は宝くじの普及広報を目的として、コミュニティ活動に
必要な施設や備品を整備するためのものです。
■浜松地区で、おみこしを整備
毎年行われている「みなと祭り」
で担がれているおみこ
しは平成3年に作られましたが、長年の使用により担ぎ
手の思いに応えることが大変になってきていました。
そこで今回、コミュニティ助成金を使っておみこしを
整備しました。
壊れているところを修復し、生まれ変わったおみこし

7
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は、7月27日・28日の2日間にわたって開催された
「み
なと祭り」で地域の皆さんに披露されて、例年以上の盛
り上がりをみせていました。

かみす

トピックス

まちの わだい

日川浜が大好きな9人

ジで行われました。

神栖イケメンコンテスト

たちがこの日の本選に登場し、歌やものまねなど特技を披

書類審査を通った「日川浜が大好きな」15歳以上の男性
露して審査員や観客にアピール。会場の女性たちからは、

7月14日に日川浜に「イケメン」たちが集まってコンテス
トが開かれました。
この企画は、かしま青年会議所と神栖市商工会青年部が

歓声が上がっていました。
初代グランプリには澁谷公佑さん
（27）、準グランプリ
に小林健さん
（32）、審査員特別賞に橋本裕亮さん（18）が

主催して、ビーチバレーボール会場に隣接した特設ステー

輝きました。

津波発生時の緊急避難場所

水の事故に備えて

白十字総合病院と協定を締結

土合小学校で着衣泳訓練

市では、白十字総合病
院と新たに災害時協定を
締 結 し、7月8日 に 調 印
式を行いました。

7月4日、土合小学校で服を着たまま水の中に入る「着衣
泳訓練」
が行われました。
5年生の児童40人が、鹿島海上保安署の職員、日川浜・
波崎海水浴場を守るライフセーバー4人から、水に浮きや

今回締結したのは、
「津

すい姿勢を学び、プールに入って実践。手足を大の字に伸

波発生時における緊急避

ばし、あごを上げてお腹を突き出すと、体や靴の浮力で浮

難場所としての使用に関

きやすくなるそうです。

する協定」です。

吉﨑健太さん、

これにより、緊急避難

塙愛梨さんは「服

が必要な津波発生時、白

を着たまま水に入

十字総合病院を地域住民

るのは初めて。靴

の緊急避難場所として使

を脱ぐと足から沈

用することができるよう

んじゃうので浮か

になりました。

なかった」と話し
ていました。
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交通事故をなくすために

いつまでも元気にナイスショット！

カーブミラーの一斉点検

グラウンド・ゴルフで全国大会へ

6月29日、鹿嶋地
区交通安全協会波崎

全国グラウンドゴルフ交歓大会の県予選が開催され、市
内の方が全国大会への切符を手にしました。

支部がカーブミラー

予選を通過したのは、岩井武さん（70）
、安住猛さん

の点検・清掃、雑草

（77）、鈴木久子さん
（72）で、茨城県グラウンドゴルフ協

が生い茂り見通しの

会の推薦枠の大髙達也さん
（60）を加えた４人が、茨城県

悪くなった道路の除

代表チームに名を連ねました。

草を行いました。

保立市長を表敬訪問した４人は、９月７日・８日に岐阜

交通安全協会は

県で行われる全国大会に出場する予定で、岩井さんは「暑

「交通事故ゼロ」
を目

いので体調管理をしっかりして、がんばってきます」と意

指してさまざまな事

気込んでいました。

業を行っています。
交通安全運動期間中
の見守り、交通安全
教室、イベント時の
交通整理などで地域
社会に密着した活動
を続けています。
今回のカーブミラー点検は、波崎支部の自主事業による
ものです。支部の皆さんは
「自分たちの活動が少しでも地域
の安全につながってほしい」
と懸命に汗を流していました。
神栖市は交通事故多発地域です。痛ましい事故をなくす
ために、一人一人が気を付けましょう。

いざというときに思い出そう

柳川小学校、
「津波避難」講演会
7月5日、柳川小学校が
「地域との連携による学校防災力強化推進事業」
の一環として、児童・保護者・地域の方々を集め、講演会を行いました。
筑波大学の梅本通孝さんが講師を務め、スライドショーを使いながら講
演を進めました。
梅本さんは、津波の速さを深い海では飛行機、浅い海では新幹線とほ
ぼ同じと例えながら、
「大きな地震が起こったとき、すでに新幹線のよう
なものが自分たちを目がけて走り出している。平和なときの、いつもの
日本とは違うんだという意識を持って」と、津波の恐ろしさを児童に分
かりやすく教えていました。
「いつもとは違うからこそ、知らない人であっても、そのとき一緒に
いた人と避難して。途中で会った人には、決して立ち止まらずに声かけ
を」と、助かるために自分のできる最善をすることが大事と呼びかけま
した。
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お知らせファイル

▼市場感 謝 デ ー

身体障害者の就労問題や生活全般

配分額＝第２次配分︵第８回︶
全壊

１０︑０００円

２０︑０００円

の問題について︑支援制度や機関を
大規模半壊・半壊

標語・キャッチコピー募集

▼北方領土問題の解決を

帯主で︑義援金の申請をした方

模半壊・半壊と証明された住宅の世

対象＝﹁り災証明書﹂で全壊・大規

紹介します︒

▼夏休みは温浴施設へ
温浴施設で夏祭り開催
ふれあいセンター湯楽々
︲5911

・ ︵独︶
北方領土問題対策協会

☎0299︲
ゆ〜ぽ〜とはさき

☎０３︲３８４３︲３６３０

０３︲３８４３︲３６３１

︲2424

☎0479︲

焼きそば︑かき氷︑水ヨーヨーな

hyougo.catch2013@tk.hopp
ou.go.jp

▼命を守るために

﹁特別警報﹂の運用を開始
します

水戸地方気象台

月 日から﹁特別

☎０２９︲２２４︲１１０６

気象庁では︑

警報﹂の運用を始めます︒大雨・暴

風・高潮・波浪・大雪・暴風雪・津

波・地震・噴火で︑従来の警報より

重大な災害の恐れが著しく高まって

いる場合に︑特別な警戒を呼びかけ

るためテレビ・ラジオ・防災無線な

どでお知らせします︒

き・封書・ＦＡＸ・Ｅメールで申込︒

況にあります︒周囲の状況や市町村

一度しかないような非常に危険な状

特別警報が出た場合は︑数十年に

申し込みは１通につき１作品まで

から発表される避難指示・避難勧告

申込方法＝次の内容を明記し︑はが

︵複数回の申込可︶︒Ｅメールの場合

などの情報に注意し︑ただちに命を

守るための行動をとってください︒

年度標語・キャッ

は件名を﹁平成

チコピー応募﹂にすること︒

●﹁標語﹂﹁キャッチコピー﹂の別
●作品の読み方

●郵便番号・住所・氏名︵ふりがな︶
・
年齢・性別・電話番号・職業
●どこで募集を知ったか

日︵月︶

※申込書は協会ホームページから入
手可能
申込期限＝９月

郵送先＝〒１１０︲００１４ 東京

2013年8月15日号 10
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土曜市を開催
公設鹿島地方卸売市場

時〜 時

どの出店を作って︑皆さんをお迎え
します︒ぜひ遊びに来てください︒
月 日︵土︶ 午前 時〜午

ふれあいセンター湯楽々
日時＝
後 時

月 日︵土︶ 午前 時〜午

ゆ〜ぽ〜とはさき
日時＝
後 時

︲１１３８

社会福祉課

▼東日本大震災で被災された方へ

義援金の追加配分

☎０２９ ︲

30

☎０２９ ︲ ︲1355
公設鹿島地方卸売市場では︑市場
の 活 性 化 を 図 る た め︑ 毎 週﹁感 謝
デー﹂として土曜市を開催していま
す︒一般の方も入場・購入ができる
午前

ので︑ぜひご来場ください︒
日時＝毎週土曜日
︵祝日・年末年始を除く︶

▼身体に 障 害 が あ る 方 へ

無料結婚相談・各種相談
㈳茨城県身体障害者福祉協議会
☎０２９︲２４３︲７０１０
午前

時
︵祝 日・ 年 末 年 始 を 除

相談日＝毎週月曜〜金曜日
時〜午後
く︶

場所＝県総合福祉会館
︵水戸市︶
●結婚相談
︵要予約︶
事前に登録した︑結婚を希望する
身体障害者や︑身体障害者との結婚

日本赤十字社などによる義援金の

P

92

を希望する健常者に対して︑交流会

追加配分を︑８月初旬に振り込みま

全体が光沢のある黒色で
背中に赤色の帯状の模様

10

10

{

都台東区北上野１︲９︲

☎0299-90-1147

環境課

90

46
90

9

8

市内で３例目となるセアカゴケグモ
が、波崎工業団地の企業敷地内で確認さ
れました。
毒を持っていて、かまれると痛みや腫
れなどが生じます。見つけたら素手で触
らずに、家庭用の殺虫剤を使うか靴で踏
みつぶすなどして、環
境課にご連絡ください。

17

24

したのでご確認ください︒

セアカゴケグモに注意

8

8

11
10

9

などを設定します︒
●各種相談

12

3
3

25

30

9

3

みんなのひろば
…申し込み

募 集
中学生硬式野球教室

してください。
行方県税事務所 ☎0299-72-0773

…問い合わせ

はさきさわやかランニング大会
の開催時期

申込開始＝８月16日
（金）

今年度の神栖市はさきさわやかラン
ニング大会は、２月に開催予定です。

・ 武道館
☎0299-96-7700

波崎体育館

案 内

催 し

日時＝9月8日〜平成26年3月の土・
日曜日

24時間テレビ
チャリティカット

簿記教室

午前9時30分〜12時30分

☎0479-44-5581

※月3〜6回
場所＝海浜野球場

日時＝9月3日（火）
〜11月8日（金）

対象＝市内在住の中学3年生
（主に高

午後6時30分〜8時30分

校の野球部入部希望者）

場所＝神栖市商工会

を行います。

定員＝30人（先着順）

定員＝30人
（先着順）

日時＝8月20日（火） 正午〜午後4時

費用＝4,000円

費用＝15,000円

費用＝500円〜

申込開始＝8月16日（金）

申込方法＝申込書と費用を添えて、直

・

海浜温水プール

☎0299-97-1177

全20回

※学割あり

接問合先へ

美容組合鹿行ブロック長

宮川

☎0299-92-5221

申込期限＝8月30日（金）
・ 神栖市商工会

秋季アクアビクス教室

道の駅いたこでチャリティカット
や、小物販売・オルガンのライブなど

☎0299-92-5111

元プロ野球選手
ドリームベースボール
元プロ野球選手24人によるアトラ

木曜日午前
（全10回）

法律などの無料相談会

午前10時〜10時50分

クションや試合を行います。金田正一
氏のふれあい講演会もあります。

9月26日〜11月28日
法律・行政・税務・会計・労働・社

日時＝9月1日
（日） 午前9時

会保険・不動産の悩みに、弁護士など

※講演会は午前10時30分

9月26日〜11月28日

の専門家が応じます。

場所＝銚子市野球場、銚子市青少年文

午後6時〜6時50分

日時＝9月1日（日）

化会館
（講演会）

木曜日午後
（全10回）

土曜日
（全10回）
9月28日〜12月7日
午前10時〜10時50分
場所＝海浜温水プール

午前9時30分〜午後3時
場所＝茨城県産業会館
（水戸市）
茨城県行政書士会
☎029-305-3731

総合支所、武道館、海浜温水プール、
波崎体育館、公民館
（中央・若松・矢
田部）で配布。サイン入りグッズの抽
選会に参加できます。

定員＝各コース25人（先着順）
対象＝市内在住・在勤の高校生以上

神栖市内では入場整理券を市役所、

仕事と生活の調和支援奨励金

銚子市体育館

☎0479-24-9559

費用＝5,000円
持参物＝水着・水泳帽・ロッカー代

育児・介護休業法が努力義務として

100円
（使用後返却）など

いる短時間勤務制度などを導入し、実

申込開始＝8月24日（土）

際に一定期間従業員が利用した場合

・

海浜温水プール

☎0299-97-1177

かみす街角ギャラリー
【神栖市写真連盟展】

に、中小企業主に対して奨励金があり

日時＝8月24日（土）
〜9月1日（日）

ます
（1人目30万円、2人目10万円）
。

午前10時〜午後5時

県労働政策課

☎029-301-3635

エアロビクス教室

※最終日は午後3時まで
かみす街角ギャラリー

不動産取得税の減額

☎0299-96-5877

リズムに乗って体を動かそう！
日時＝９月25日〜11月27日の毎週水
曜日

午後７時〜８時（全10回）

住宅用土地の取得した日から2年以
内
（平 成16年4月1日 〜 平 成26年3月

市内の放射線量測定値
（7月31日、地上50センチ）

対象＝市内在住・在学・在勤の高校生

31日に取得した場合は3年以内）に住

市役所…0.078

以上

宅を新築した場合などに、その土地の

総合支所…0.086

定員＝30人（先着順）

不動産取得税が減額されます。

費用＝5,000円
持参物＝上履き、タオル、飲み物
11 広報かみす 第178号

この減額は申請による適用なので、
すでに納めている方は還付の手続きを

※単位はマイクロシーベルト／時
環境課 ☎0299-90-1147

アントラーズを応援しに行こう！

鹿島アントラーズ シルバーファミリーデイズ
政策企画課☎0299-90-1120
ホームタウンの皆さんを、
対戦カード
試合に無料でご招待！
同伴の方にも特別割引があります！

以上の方

チケット配布

65歳

日時＝8月29日
（木） 午前9時30分〜午後2時
場所＝市役所1階ロビー、総合支所1階ロビー
対象＝市内在住の65歳以上の方

鹿島アントラーズ
VS 大分トリニータ
試合日＝9月28日（土）

持参物＝住所・年齢が確認できるもの

ベイビー
マイ

うちのアイドル

午後3時30分

キックオフ

紹介します！

小沼 柚嬉ちゃん
（土合北）

パパ・ママからの
一言

平成23年3月15日生まれ

いつまでも仲良し
兄弟でいてね！

父：城一さん

母：麻衣子さん

パパ・ママからの一言

青木 耀太ちゃん

壮馬ちゃん

平成22年3月16日生まれ

平成19年9月24日生まれ

（平泉東） 父：優幸さん

笑顔がかわいい柚ちゃん。
明るく元気に育って
くださいね！

母：綾子さん
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編集/発行：神栖市市民協働課
〒314-0192

茨城県神栖市溝口4991-5

☎0299-90-1111

FAX0299-90-1112

神栖市のホームページ http://www.city.kamisu.ibaraki.jp/
E-mail info@city.kamisu.ibaraki.jp

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

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
納期限

9月2日（月）

