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県立高校卒業式
春は別れの季節です。３月１日に県立高校の卒業式が行わ

ニセ電話詐欺に注意❷
スポーツ少年団団員募集❹
市の特産品を認定❻

れ、市内にある神栖・波崎柳川・波崎の３校でも、多くの若
者が巣立っていきました。
楽しかったこと、辛かったこと。多くの思い出が、式の最
中にその胸を満たしていったことでしょう。退場する卒業生
の目には、こらえ切れない涙が光っていました。

﹁あなたがやった
名義貸しは
犯罪だ︒
示談するから
現金を宅配便で
送りなさい﹂
平成26年の神栖・鹿嶋市内の被害は14件で約3,300万円。単純計算すると、毎月誰かが
200万円以上をだまし取られているということです。ニセ電話詐欺は、いつ自分の身に降
りかかってきてもおかしくありません。

最近の被害事例

﹁宅配便で現金﹂
は詐欺

ATMでの振り込みも依然として

の後電話で﹁Ａ社のパンフレットが

ケースが増えています︒現金を宅配

で の 送 付 や︑ 直 接 受 け 取 り に 来 る

お金がらみのうまい話があったら

茨城県警ニセ電話詐欺対策室

☎029-301-0074
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自宅に株式投資のパンフ

届いていないか︒買いたい人がいる

便やレターパックで送るのは禁止さ

ありますが︑宅配便やレターパック

から︑Ａ社の振込先を代わりに聞い

れていますので︑これらを指示して

レ ッ ト が 送 ら れ て き た︒ そ

て欲しい﹂などと持ちかけ︑今度は

義貸しだから警察に捕まるぞ﹂など

と脅され︑示談金として現金を宅配
便で送ってしまった︒

証券会社社員を名乗る男と︑

直接会って名刺を受け取った︒

{ add@mail1.police.pref.ibaraki.jp

■

て、案内に従ってください。

パンフレットを送付したり東証の動

メールアドレスに空メールを送信し

きを教えたりしてきて︑信用させら

況や不審者情報をお知らせしています。

れてしまった︒契約したところ証券

茨城県警から、ニセ電話詐欺の発生状
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も届かず連絡が取れなくなった︒

ひばりくん防犯メール

きたら詐欺です︒

■
1

Ａ社を名乗る者から﹁この行為は名

ケース
ケース

ぎ

詐欺

さ

市民協働通信
ネットワーカーかみす

キャンドルナイト with 桜

市民協働課☎0299-90-1171

地域の団体と協力して住みよいまちづくりを進めているネット
ワーカーかみすの皆さん。今回は約500個のエコキャンドルを神之
池公園で一斉に点灯！夜桜の下で揺らぐキャンドルの炎
はムード満点です！コンサートも開催します。
日時＝3月29日（日） 午後5時30分〜6時30分
※雨天中止
場所＝神之池公園

バーベキュー広場

17:30〜17:50

よさこいソーラン

17:50〜18:10

鹿島吹奏楽団

18:10〜18:30

みんなで歌おう！

遊元

市民活動支援センター

コミュニティセンター

講演会

芸能発表会
市民活動支援センター☎0299-77-8725

市民協働課☎0299-90-1178

災害時におけるボランティア活動や、普段の活動でのツ

平泉・大野原・うずもコミュニティセンターで活動して

イッターやフェイスブックの役立て方について、市民活動

いるサークルの皆さんが、それぞれの会場で日頃の成果を

をしている方たちが学びました。

発表しました。
毎年１回行われており、
地域のコミュニティ

実際にスマートフォンやパソコンを操作し、ツイッター

活動の拠点で発表することで、地域住民と交流しながら

で情報発信する練習を

生涯学習の楽しさを伝

しました。

えています。参加した計

参加した方は
「災害時

1,014人は、カラオケや

でも連絡を取りやすい

ダンスなどで観客と盛

利点を生かした利用方

り上がり、団体同士も交

法を考えていきたい」と

流を深めていました。

話していました。

知っていますか？

「声の広報」
「点字広報」
市民協働課☎0299-90-1123
目の不自由な方でも「広報かみす」
を楽しんでもらえる
ように、内容を朗読した「声の広報」
と、点字に変換した
「点字広報」をボランティアさんの協力で発行しています。
※内容は要約したものです
1号につき 「声の広報」 CDで40分程度
「点字広報」 20ページ程度
どちらも無料でお送りしていますので、希望する方は
お問い合わせください。
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声の広報

うぐいすの会
年に１回、朗読や読
み聞かせの発表会もし
ています。

作成現場にお邪魔しました！
点字広報

ひとみの会
小中学校の依頼を受
けて、点字の出張講座
もしています。

団員募集

武道館☎0299-96-7700

横瀬SSS

波崎剣道教室

軽野ミニバス

対象＝小学1〜6年生

対象＝小学生・中学生

対象＝小学1〜6年生
（男子・女子）

※小学生未満は要相談

※幼稚園・保育園児の入団は要相談

練習日時＝男子

練習日時＝火：午後5時30分〜7時
（5

練習日時＝水・土：午後7時〜9時、日：

7時30分、土・日：午前９時〜正午ま

〜11月）、土：午前9時〜正午

午前9時〜11時30分

たは午後１時〜４時╱女子

練習場所＝火：石塚運動広場、土：横

練習場所＝水・土：波崎体育館研修室、

午 後6時 〜7時30分、 土・ 日： 午 前9

瀬小グラウンド

日：土合体育館

時〜正午または午後１時〜４時

会費＝入会金1,100円、月500円

練習場所＝軽野小体育館

※中学生は月会費半額

会費＝年18,000円

大野原SSS
対象＝小学1〜6年生

柔道

練習日時＝土：午前9時〜正午
※小学4〜6年生は水曜日練習あり
グラウンド

FC波崎

火・木：

植松ミニバス
対象＝小学1〜6年生
（男子）、小学1〜

神栖柔道

練習場所＝大野原小または大野原西小

火・金：午後6時〜

5年生（女子）

対象＝年長〜中学生

練習日時＝男子

練習日時＝水・金：午後6時15分〜8時

時〜8時、日：午前9時〜正午、また

月・水・金：午後6

15分、土：午後2時15分〜4時30分

は午後1時〜4時╱女子 火・木・金：

対象＝小学1〜6年生

練習場所＝武道館小道場

午後6時〜8時

練 習 日 時 ＝ 火・ 金： 午 後5時 〜7時、

会費＝入会金3,000円、月1,500円

前9時〜正午、または午後1時〜4時

土・日：午前9時〜11時30分

ミニバス

練習場所＝火・金：豊ヶ浜フットサル
場、土・日：波崎東ふれあいセンター

横瀬ミニバス

運動場

土合FC

※4〜6年生、日：午

練習場所＝植松小体育館
会 費 ＝ 男 子： 月2,000円、 女 子： 月
1,500円
（4〜6年）
、月1,000円
（1〜3
年）

対象＝小学1〜6年生（男子・女子）

神栖リトルモンスターズ

※横瀬・軽野東・柳川・太田・須田小

対象＝小学1〜6年生

練習日時＝水・木：午後5時30分〜7

対象＝小学1〜5年生
（女子）

練習日時＝土・日：午前9時30分〜正午

時、土・日：午前9時〜正午

※大野原・大野原西小

練習場所＝土合運動広場

練習場所＝横瀬小体育館

練習日時＝火・木：午後5〜7時、土・

会費＝入会金4,000円、半年9,000円

日：午前9時〜正午

フォルサ若松FC

息栖ミニバス

対象＝小学1〜6年生

練習場所＝大野原小体育館、大野原西
小体育館

練習日時＝土・日：午前9時〜正午

対象＝小学1〜5年生
（男子）、小学1〜

会費＝入会金4,000円、月1,500円
（4

練習場所＝若松多目的広場、または柳

6年生
（女子）

月・10月徴収）

川小・須田小グラウンド

練習日時＝男子

波崎太田FC

月：午後6時〜8時、

波崎ミニバス

水・金：午後5時30分〜7時30分、土：
午 後5時 〜7時 ╱ 女 子

月・ 水・ 金：

対象＝男子

小学１〜６年生・中学１

対象＝小学1〜6年生

午 後6時 〜8時、 土： 午 後6時 〜8時、

〜３年生、女子

練習日時＝月〜金：放課後〜午後6時

日：午前9時〜11時30分

練習日時＝男子 火・木：午後５時〜

練習場所＝男子

７時、土：午前９時〜正午、または午後

（週2日）
、 土： 午 前8時30分 〜11時

深芝小体育館

30分

女子

練習場所＝太田小グラウンド

日：息栖小体育館

７時、土：午前９時〜正午、または午後

会費＝年18,000円

１時〜４時

剣

道

月：深芝小体育館、水・金・土・

小学１〜６年生

神栖ツインズミニバス
神栖少年剣道教室

対象＝小学1〜5年生（男子）

対象＝小学生・中学生

練 習 日 時 ＝ 火・ 木： 午 後5時 〜7時、

練習日時＝火・木：午後6時30分〜8

土・日：午前9時〜正午

時、土：午後6時〜8時

練習場所＝大野原小体育館、大野原西

練習場所＝武道館大道場

小体育館

会費＝入会金1,000円、月1,500円

会費＝入会金4,000円、月1,500円

※兄弟入会の割引制度あり

１時〜４時╱女子 水・金：午後５時〜

練習場所＝波崎西小体育館、波崎小体
育館
会費＝月1,500円

■申込方法
・練習場所に行って直接申し込み
・武道館に電話連絡
広報かみす
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スポーツ少年団
軟式野球

練習場所＝須田小グラウンド

練習場所＝若松公民館体育室

会費＝月1,000円

会費＝入会金3,000円、月2,000円

神栖ブルーウェーブ
対象＝小学1〜6年生

対象＝小学1〜5年生

練習日時＝土・日：午前9時〜午後5時

練習日時＝土・日・祝：午前9時〜午

練習場所＝高浜野球場

後3時

対象＝小学生・中学生

会費＝入会金2,000円、半年12,000円

練習場所＝波崎小グラウンド

練習日時＝土：午前10時〜正午

会費＝2015年度のみ無料

練習場所＝武道館小道場

神栖マリーンズ

ジュニア体操

対象＝小学1〜6年生

空手道神栖

会費＝月1,500円

空手道波崎

練習日時＝土：午前8時〜正午、日：

神栖ジュニア体操

午前9時〜午後5時

対象＝小学生・中学生

練習場所＝軽野東小学校、神栖マリー

対象＝年中〜小学6年生

練習日時＝日：午前10時〜正午

ンズ球場

練習日時＝火・木・土：午後5時〜8

練習場所＝土合体育館

会費＝半年12,000円

時30分

会費＝月1,500円

波崎ウイングス

練習場所＝市民体育館

横瀬空手道

会費＝入会金3,000円、月4,000円

対象＝小学1〜6年生

ボーイズリーグ

練習日時＝水・金：午後４時30分〜6
時30分、土・日・祝：午前9時〜午後

波崎ボーイズ

5時

対象＝小学生・中学生
※小学生未満は要相談
練習日時＝土：午後1時30分〜3時30
分

練習場所＝水・金・日：波崎西小グラ

対象＝中学1〜3年生
（男子・女子）

練習場所＝軽野東小体育館

ウンド、土：豊ヶ浜野球場

練習日時＝火・木・金：午後5時30分

会費＝年6,000円、月1,500円

会費＝月2,000円

〜8時30分、土・日・祝：午前8時〜

※体験入団1カ月間無料

日没

波崎ジュニアーズ
対象＝小学1〜6年生
練習日時＝土・日・祝：午前9時〜正
午
（低学年）、午前9時〜日没
（高学年）
練習場所＝植松小グラウンド
（低 学

練習場所＝波崎ボーイズグラウンド
会費＝月4,000円

サッカー
※入会金、月・年会費については各団
体へお問い合わせください

ソフトテニス
神栖ソフトテニス

軽野SSS
対象＝小学1〜6年生
練習日時＝火：午後5時30分〜7時
（5

年）
、西條グラウンド（高学年）

対象＝小学3〜6年生

〜11月）、土：午前9時〜正午

会 費 ＝ 月2,000円
（ １ 〜 ２ 年 生）
、月

練習日時＝土・日：午前９時〜正午

練習場所＝火：石塚運動広場、土：軽

3,000円
（３年生以上）

練習場所＝海浜庭球場、神之池庭球場

野小グラウンド

※6年生は9月から2,000円

会費＝月1,500円

※入団時から3カ月間無料

少林寺拳法

波崎ブルージャイアンツ
対象＝小学1〜6年生

少林寺拳法神栖

軽野東SSS
対象＝小学1〜6年生
練習日時＝木：午後5時30分〜7時、
土：午前9時〜正午

練習日時＝月〜金：午後4時30分〜6

対象＝小学生・中学生・高校生・親子

練習場所＝木：神栖総合公園サッカー

時30分（週3日程度）、土・日：午前８

練習日時＝火・木・土：午後6時30分

場、土：軽野東小グラウンド

時〜午後5時

〜8時15分

練習場所＝太田新町グラウンド（若松

※中学生以上は午後9時まで

児童館となり）

練習場所＝武道館小道場

対象＝小学1〜6年生

会費＝入会金2,000円、月2,000円

会 費 ＝ 入 会 金3,000円、 月2,000円、

練 習 日 時 ＝ 土・ 日： 午 前9時 〜11時

年会費4,000円

30分

須田レッドナイン
対象＝小学1〜6年生

5

空手道

波崎ヤンキース

少林寺拳法波崎

練習日時＝土・日・祝：午前8時30分

対象＝小学生・中学生・高校生・親子

〜正午

練習日時＝火・土：午後6時〜8時

広報かみす
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息栖SSS

練習場所＝息栖小グラウンド（4年生
以下）
、深芝小グラウンド
（5・6年生）

サブレ生地にはピーマンの甘露煮を練り込み、中のあんには
ピーマンのピューレを加えました！
しっとりとした食感、ほのかな香りが楽しめるピーマンソフ
トサブレです。

6個入り

630円（税抜）
【開発者】（株）
丸三老舗
【取扱店】 丸三老舗神栖店
WINDS BASE、ショップ ア
イリス（鹿島セントラルホテル内）
【発売日】 3月下旬

発売中

1本

180円（税込）
※価格はWINDS BASEでの
販売価格

（試合日のみ）

2

広報かみす
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【開発者】 鹿島食品
（株）
【取扱店】 WINDS BASE
カシマサッカースタジアム

25

商工観光課☎0299︲

細かく切ったピーマンが入ったメンチです。原材料にもこだ
わり、すべて国産を使用。細長く棒状なので串に刺して、歩き
ながらおやつ感覚で食べられます。
冷めてもおいしいので、お弁当のおかずにもどうぞ！

2

平成 年度から開始した神栖市地域特
産 品 開 発 事 業 で︑
﹁う ど っ ぴ ー﹂﹁ホ ッ キ
貝とアンチョビーのパスタソース﹂に続
いて︑今年度も新特産品が つ生まれま
した！
どちらも神栖市が生産量日本一を誇る
ピーマンを使った特産品です︒
ぜ ひ︑ 神 栖 の 新 し い 味 を 食 べ て み て
ください！

神栖メンチ

﹁神栖市の特産品﹂
新たに つ認定！

緑の麦わらぼうし
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駆け抜けた！

神栖市はさきさわやかランニング大会（2月22日）

かみす

トピックス

波崎体育館周辺を883人のランナーがさわやかに走り抜けました。小雨の降るコンディ
ションでしたが、今年は3部門で大会新記録がでる好成績でした。

各部門
位

1

2km

親子

石井

3km

小学生男子

綾部健真☆

3km

小学生女子

菅谷久瑠美

5km

一般男子

中原陸斗

5km

まちの わだい

眞・晴永

︵敬称略︶

一般女子

茂木美樹

10km

39歳以下男子

吉田健太

10km

40〜49歳男子

篠原貴宏

10km

50歳以上男子

増田

10km

39歳以下女子

松川奈未☆

10km

40〜49歳女子

村越夕子

10km

50歳以上女子

前田鈴子☆

健

☆は大会新記録

地域福祉の向上に貢献

ダンスで観客を魅了

茨城県市長会自治功労者表彰（2月9日）

ダンスパフォーマンスコンテスト（2月28日）

県市長会自治功労者表彰式が行われ、人見 隆さん
（鰐川）
が表彰されました。
人見さんは、平成7年から平成25年まで18年にわたっ

神栖市、鹿嶋市に住む方々の地域間交流を目的に、鹿島
セントラルモールでダンスパフォーマンスコンテストが開
催されました。

て、民生委員児童委員として住民生活の相談に関する対応

当日は、14チーム82人がヒップホップ・ジャズ・チア

や支援、サービスへの連携を図るとともに、高齢者や障害

ダンスなどを披露。ジャズに乗せたダンスで観客を沸かせ

者世帯の見守り・安否確認を行うなど、献身的に活動され

た、鹿嶋市の小学生チーム「SarasaAruha」が優勝の栄光

ました。

を手にしました。

また、平成19年からは6年にわたり神栖市連合民生委員
児童委員協議会会長を
務 め、 委 員 の 資 質 向 上
や協議会の円滑な運営
に 尽 力 さ れ る な ど、 地
域福祉の向上に多大な
貢献をされました。
今 回、 こ の 功 績 が 認
められての受賞となり
ま し た。 お め で と う ご
ざいます。
優勝した「SarasaAruha」
チーム

7
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お知らせファイル

● 歳以上 歳未満で︑修士課程を

なります。

載 さ れ て い ま す︒ 保 険 証 に 変 更 が
修了した方

にたちますよ！健康に関する月ごとのコラムもために

8

2015年3月15日号
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あった場合︑必ず届け出てください︒

配布開始＝3月17日
（火）

月 日︵土︶・ 日︵日︶
月 日︵金︶必着

方、心身の悩みの相談先など、困ったときにきっと役

▼新中学１年生の皆さん

申込期限＝

17

市内の公共機関で配布しますので、
お持ちください。

次試験＝

月 日現在で︑次

歳 未 満 で︑ 大 卒 者︵見

1 16

乳幼児健診や住民健診などの日程、予防接種の受け

1

28

5

20

届出先＝国保年金課・市民生活課
給者証︑印鑑

受給者証

5

です！

持参物＝健康保険証︑医療福祉費受

国保年金課

︲1217

商工観光課

▼ふれあいセンター湯楽々

︲1143

指定管理者の変更

☎0299︲

日から指定管理者

温 浴 施 設﹁ふ れ あ い セ ン タ ー 湯
楽々﹂は︑ 月
が変わります︒
指定管理者＝︵株︶塚原緑地研究所

▼自衛官になりませんか

一般幹部候補生を募集

︲1366

自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所

年

☎0299︲
対象＝平成

歳未満で︑修士課程・

のいずれかに該当する方

歳以上

または相当と認められる方

専門職大学院の課程を修了した︑

● 歳以上

●

込 み 含 む︶︑ ま た は 外 国 の 学 校 を
卒業し大卒相当と認められる方

市の健康増進に関する情報がぎゅっと詰まった1冊

医療福祉費受給者証を
郵送します
☎0299︲
月から新中学生になる方は︑医

月中に郵送し

療福祉費受給者証が切り替わります︒

新しい受給者証は
ます︒
※重度心身障害などで医療福祉費を
受給している方は︑ 月末の更新
です
■必要な所得情報が市で分からない
方は窓口交付

90

52

1

郵送された更新通知に従って手続

1

4

きしてください
●扶養義務者の所得が不明な方は︑
事前に所得の申告をしてください
●所得情報が他市町村にある方は︑
課税
︵非課税︶
証明書を取り寄せて

4

28
26

22

ください
︻健康保険証が変わったら︼
医療福祉費受給者証には︑健康保
険証の保険者番号︑記号・番号が記

22

3

6

健康増進課☎0299-90-1331

平成27年度 健康カレンダーができました

90

20

4

▼平成
年 月から

市役所組織の一部変更

▼神栖の芸術にふれる場

神栖市美術展

︲6496

44

4

文化スポーツ課

9

27

水道課

0

︲

ボックスは震度5弱以上の揺れで
ロックが外れ、中にある鍵を使って
建物内に避難できます。ボックス
には懐中電灯とハンマーも入って
います。

４７

震度感知式鍵ボックス

90

☎

（職員用玄関脇）神栖二中・三中・四中、波崎一中・二中、柳川小、
波崎小╱
（昇降口脇）神栖一中、波崎東ふれあいセンター╱
（正面
玄関）波崎四中╱（旧職員玄関）
波崎三中

今年も市民の皆さんの力作が集ま

11カ所

りました︒

設置場所

賞ください︒

平成25年度

︲1164

（職員用玄関脇）息栖小、大野原西小、大野原小、軽野小、軽野東
小、横瀬小、太田小、須田小、矢田部小、土合小、波崎西小、若
松公民館╱（昇降口脇）深芝小、植松小╱
（正面玄関）コミュニティ
センター（平泉・大野原・うずも）
、矢田部公民館

☎0299︲

18カ所

波崎水道事務所を水道課に統合し

設置場所

ます︒水道の利用開始・中止などの

平成26年度

絵画・書・写真・工芸︵陶芸︶の作

夜間や休日に大規模災害が起きた場合でもスムーズに避難でき
るように設置しました。平成25年度と合わせて全29カ所になり
ました。

手続きや料金の支払いは︑今まで通

「震度感知式鍵ボックス」を設置

品を展示していますので︑ぜひご鑑

1

り
︵株︶ジ ェ ネ ッ ツ 波 崎 営 業 所
︵総 合

防災安全課☎0299-90-1126

支所 階︶
でできます︒

災害に備えて

平成26年度 災害時における支援に関する協定

災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定

浜口建設株式会社
陶芸作品

広報かみす
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17

22

白十字看護専門学校

災害時等における道路等の応急復旧に関する協定

9

4

3

日︵火︶〜 日︵日︶

3

今回は、平成26年度に新たに締結したものを紹介します。
社会福祉法人白十字会

時まで

要不可欠です。今後もさまざまな協定を締結していきます。

9

日時＝ 月

災害時、迅速に対応するには、民間事業者の皆さんの協力が必

時〜午後 時

する協定を企業・団体・個人と締結しています。

午前

置、道路の応急復旧、物資の供給・輸送など、災害時の支援に関

※最終日は午後

場所＝市民体育館

市では、津波避難ビルとしての民間施設使用や福祉避難所の設

E

文化センター

イベントインフォメーション

《市制施行10周年記念事業》

デビュー15周年記念

山内 惠介
熱唱ライブ2015 〜愛・生きる力〜
▶公演日時＝5月23日
（土）

※未就学児入場不可

▶開演時間＝午後3時

※車いす席での鑑賞をご希望の方は、

※開場は30分前

▶会場＝文化センター

問合先まで

▶チケット料金＝全席指定
（税込）

【企画・制作】
三井エージェンシー／フレンド企画
／ニッポン放送

S席 5,000円、A席 3,500円
▶チケット発売日＝3月21日
（祝）

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
波崎書房
【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】銚子市青少年文化会館

文化センターでの発売について
☎ 0299-90-5511
☎ 0299-96-1855
☎ 0299-95-5511
☎ 0479-48-0128
☎ 0299-82-1051
☎ 0299-63-3715
☎ 0478-82-2941
☎ 0479-22-3315

発売日初日は電話予約のみ（午前９時開始）
●電話 1 件につき 6 枚まで。座席指定不可
●予約チケットの引取期間は、翌日より 1 週間以内
☎ 0299-90-5511 または☎ 90-5512

文化センター☎0299-90-5511

※文化センター以外の発売所は、開店時間から店頭で発売
※銚子青少年文化会館は3月22日（日）から発売
※ 1 人 2 枚まで

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
（新設）神栖市波崎地区防災拠点施設建設地既存車庫棟等解体撤去工事
神栖市第一・第二衛生プラント運転管理業務委託
神栖市立保育所給食調理業務委託
庁舎警備業務委託
中央公民館・文化センター警備業務委託
庁舎総合案内及び電話交換業務委託
中央公民館・文化センター清掃業務委託
庁舎清掃業務委託
保健・福祉会館清掃業務委託
はさき生涯学習センター清掃業務委託
中央図書館清掃業務委託
神栖市若松公民館清掃業務委託
神栖市矢田部公民館清掃業務委託
神栖市はさき福祉センター清掃業務委託
うずもコミュニティセンター清掃業務委託
歴史民俗資料館清掃業務委託
26･27道路施設・植栽等巡回点検調査業務委託
事務用パーソナルコンピュータ等購入（その2）

事業地区

落札業者名

平均落札率

78.89％

（H26年12月26日〜 H27年2月26日契約分）

落札金額(円)

予定価格(円)

入札
者数

波崎6530番地 平成建設
（株）
17,300,000
21,650,000
8
東和田8及び波崎801 鹿島都市開発（株）
137,520,000 162,030,000
3
知手中央3丁目5-16 昭和サービス（株）
84,000,000
94,223,000
1
溝口4991-5
（株）
KSP・EAST
38,732,000
55,190,000
6
溝口4991-4
（株）
アビック
17,770,000
25,260,000
5
（株）日本環境ビルテック
28,616,000
38,080,000
7
溝口4991-5
溝口4991-4
（有）
クリーンメイト
33,887,000
45,610,000 10
溝口4991-5
東部産業
（株）
32,498,000
43,740,000 10
溝口1746-1
浜野産業（株）
30,600,000
41,400,000 10
波崎9591
（株）ビッグアローズ
20,550,000
27,750,000
9
大野原4-8-1
（有）潮田建設
19,080,000
25,788,000
8
（有）ショウコーサービス
12,800,000
17,280,000 10
砂山15番地
土合本町三丁目9809-15 東部産業（株）
11,739,000
15,880,000 10
はさき福祉センター （有）ショウコーサービス
10,800,000
14,470,000 10
9,000,000
12,160,000
6
知手中央7-1-6 （株）日本ケアシステム
大野原4-8-5
（有）クリーンメイト
7,001,000
9,470,000 10
全域
鹿島栄興防災（株）
8,500,000
9,680,000
2
行政改革推進課 （株）なみき
5,985,000
7,600,000
7
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みんなのひろば
…申し込み

募 集

（一社）
茨城県不動産鑑定士協会
☎029-246-1222

…問い合わせ

申込方法＝費用を添えて直接来館
・ 海浜温水プール
☎0299-97-1177

ホノルルマラソンに
参加しませんか

かみすスポーツクラブ会員
みんなでスポーツを楽しもう！

場所＝茨城県開発公社ビル
（水戸市）

無料体験
ボウリングスクール
日時＝4月13日（月）
〜16日（木）
午前10時15分〜正午
場所＝鹿島ボウル
・ 鹿島ボウル 10120-84-6767

英語教育講演会

現地でホームステイします。

種目＝グラウンド・ゴルフ、カヌー、

日時＝12月11日
（金）
〜15日（火）

バドミントンなど

定員＝5人程度
（先着順）

象とした安河内哲也氏の講演会です。

年会費

参加費＝10,000円
（渡航費は別途）

日時＝4月4日
（土）

●一般＝7,000円

申込期限＝4月30日（木）

午後2時〜3時30分

●65歳以上＝5,000円
●15歳以下＝3,000円

・ N&Nコーポレーション
☎0299-95-9748

受験を迎える中・高校生の父母を対

場所＝文化センター
・ グローバル人材育成協会
☎0479-46-6660

●ファミリー＝10,000円

いのちの電話相談員

※同居家族2人以上

危険物取扱者試験

入会金＝1人2,000円
・

かみすスポーツクラブ事務所

☎0299-93-0040

神栖市グラウンド・ゴルフ
協会会員

自殺を考えているような方の悩みを
聞きます。
つくば市を中心に研修あり。
対象＝23歳〜63歳の方

種類＝甲種・乙種第1〜6類、丙類
【A日程】

募集人数＝40人程度

試験日＝6月6日
（土）

研修＝6月〜平成29年3月
（月3回程度）

会場＝鹿島高校

活動場所＝神之池グラウンド・ゴルフ

費用＝35,000円
（宿泊費別途）

申込期間

場

応募期限＝5月8日（金）

書面＝4月9日
（木）〜27日
（月）

対象＝市内在住・在勤の方
年会費＝3,000円

（社福）
茨城いのちの電話
☎029-852-8505

申込方法＝年会費を添えて直接来館
・

（一財）
消防試験研究センター茨城県
支部

求職者支援訓練

武道館 ☎0299-96-7700

水中ウォーキング教室

電子申請＝4月6日（月）
〜24日（金）

パソコンOA実務
（基本から応用）
科

☎029-301-1150

催 し

訓練期間＝4月22日
（水）
〜7月21日
（火）
日時＝4月10日〜7月10日の金曜日
（月数回で全10回） 午後2時〜3時

午前9時〜午後3時30分

かみす街角ギャラリー

場所＝アイテックパソコンスクール神

対象＝一般30人（先着順）

栖校

費用＝4,000円

費用＝10,584円
（テキスト代）

申込開始＝3月20日（金）

定員＝20人

日時＝3月17日（火）
〜29日（日）

申込方法＝費用を添えて直接来館

申込方法＝4月1日（水）までにハロー

午前10時〜午後5時

ワークで求職申し込み・職業相談を

※最終日は午後3時まで

・

海浜温水プール

☎0299-97-1177

岩岡武治写真展

し、申込書を申込先へ提出
申込期限＝4月2日（木）
消印有効

テニス教室・Jr.テニス教室

（全8回） 午後1時30分〜3時30分
場所＝海浜庭球場
対象＝一般：高校生以上
Jr.：市内小学3〜6年生
費用＝4,000円

案 内
不動産鑑定士による
不動産無料相談会

定員＝各35人（先着順）

日時＝4月3日（金）

申込開始＝3月18日（水）

午前9時30分〜正午

11 広報かみす 第212号

かみす街角ギャラリー
☎0299-96-5877

・ （株）アイテック
☎0479-30-4080

日時＝4月18日〜6月13日の土曜日

ヒマラヤ・トレッキングの写真です。

市内の放射線量測定値
（3月4日、地上50センチ）

市役所…0.077
総合支所…0.096
※単位はマイクロシーベルト／時
環境課
☎0299-90-1147

● かみす桜まつり
第26回

開催
期間
会場

4月1日（水）〜15日（水）
神之池緑地
（シルバー人材センター裏）

駐車場：約450台
（市役所駐車場・無料）

売店あり
トイレあり

神栖市観光協会☎0479-26-3021

イベント盛りだくさん！
夜桜ライトアップ

神之池緑地で、今年も桜まつりが開催

午後6時〜9時30分

夜桜でのお花見も昼とはまた違って格別！

されます。
ソメイヨシノ・山桜・大島桜など、公

児童遊具フワフワ

園内一帯に咲き誇る約3,000本の桜を楽

4日（土）
・5日（日） 午前10時〜午後4時

飛んだり跳ねたりして遊んじゃおう！

しみましょう！児童遊具もたくさんある

よさこい演舞

ので、親子連れで遊べますよ。

5日（日）

かみすよさこい連合会が一糸乱れぬ踊りを披露！
※場所取り、炭火・練炭・まきなどによる火の使用、駐車場枠内以外の駐

開催期間中、神栖市観光
協会ホームページで桜の
開花状況を紹介！

車は禁止。ゴミは必ず持ち帰ってください
※駐車場内での盗難やトラブルについて、一切責任は負いかねます
※開花状況により、日程・イベントが中止・変更の場合あり

ベイビー
マイ

うちのアイドル

紹介します！

日下部 里空ちゃん

馬場 琴衣ちゃん

（知手中央）

（知手中央）

平成25年7月16日生まれ

平成23年3月8日生まれ

父：裕さん

父：健太さん

広報

か す
み
神栖に暮らす人のための行政情報紙

母：由香理さん

母：麻理子さん

パパ・ママからの一言

パパ・ママからの一言

笑顔のかわいい里空。大好きな
飛行機、また見に行こうね！

おしゃれが大好きな琴衣。これから
もスクスク育ってね（＾＾）

広報かみす
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