電 話 番 号 一 覧
市

くるす保育所…………72-0563
いなだ保育所…………74-2304
とも保 ともべ保育所…………77-6105
病 笠間市立病院… …………77-0034
は いこいの家はなさか………77-5110
笠公 笠間公民館………………72-2100
友公 友部公民館………………77-7533
岩公 岩間公民館………………45-2080

笠間市役所… …………… 77-1101

くる保

笠図 笠間図書館………………72-5046

いな保

友図 友部図書館………………78-1200
岩図 岩間図書館………………45-2082
笠保 笠間保健センター………72-7711
友保 友部保健センター………77-9145
岩保 岩間保健センター………45-7888
てら保

てらざき保育所………72-0254

岩海 岩間海洋センター………45-7085

◦笠 間･友部地区から岩間地区の施
設への問合せは、市外局番（0299）
をつけてください。
◦岩 間地区から笠間･友部地区の施
設への問合せは、市外局番（0296）
をつけてください。

体育行事はスポーツ振興課に問合せください。☎ 0296-72-9330

日付

行

事

健診・予防接種など

18 金

０～３歳のおはなし会 笠図 11:00～11:20
ふれあい広場 いな保 10:00～11:30

19 土

おはなし会 友図 14:00～14:30
ビデオ上映会 笠図 14:00～

20 日

４～６歳のおはなし会

21 月

いこいの家｢はなさか｣休館日
マタニティビクス 友保 受付13:15～13:30
ふれあい広場 いな保 10:00～11:30

笠図

３歳児健診 友保 受付13:00～13:20
大腸がん検診 岩保 回収時間8:30～11:30

14:00～14:30
住民健診 大原小学校
受付9:00～11:00 13:30～15:30
２歳児歯科健診 笠保 受付13:00～13:10
住民健診 北川根小学校
受付9:00～11:00

22 火
23

住民健診 友部第二中学校
受付9:00～11:00 13:30～15:30
BCG予防接種 笠保 受付13:00～13:30
機能アップ教室 笠保 13:00～15:30

行政相談 友公 13:30～16:00
水 工作教室 笠図 10:30～12:00 14：30〜16：00
子育て広場 くる保 9:00～12:00

住民健診 友部第二中学校
受付9:00～11:00

24 木
25 金

ふれあい広場

いな保

13:30～15:30

13:30～15:30

10:00～11:30

26 土
27

３on３バスケットボール大会 岩海
名作映画会 友図 14:00～
日
みんなおいでよ 友図 10:30～
４～６歳のおはなし会 笠図 14:00～14:30

28 月

いこいの家｢はなさか｣休館日
ふれあい広場 いな保 10:00～11:30

１歳６か月児健診

笠保

受付13:00～13:10

29 火
30

水

夏休みビデオ上映会 笠図
BCG予防接種 友保 受付13:00～13:20
10:30～11:30 14：30〜15：30 機能アップ教室 笠保 10:00～15:30
子育て広場 くる保 9:00～12:00
３〜４か月児相談 岩保 受付9:45～10:00

31 木
８月の休日救急医（9：00 〜 17：00）
日付 曜日

６ 日
13 日

病院名

電話番号

あさひクリニック

0296-78-5011

下田整形外科

0296-73-0858

てらだ内科消化器科 0296-70-5500
石本病院

0296-72-4051

日付 曜日

20 日
27 日

病院名

電話番号

高瀬医院

0299-45-2140

佐藤医院

0296-72-0032

わたなべ整形外科

0296-70-5577

笠間眼科

0296-72-9917

広報かさま７月号

12

情報カレンダー

AUGUST

日付

行

事

月

健診・予防接種など
BCG予防接種 友保 受付13:00～13:20
BCG予防接種 岩保 受付13:10～13:20
３歳児健診 笠保 受付13:10～13:20

１

火

２

水

３

木

４

金 古典文学講座
（
「日本書記」
を読む）友図 14:00～15:30

５

土 夏休みビデオ上映会 笠図 14:00～15:00

６

日

おはなし会 友図 14:00～14:30
４～６歳のおはなし会 笠図 14:00～14:30

７

月

いこいの家｢はなさか｣休館日
ふれあい広場 いな保 10:00～11:30

８

火

９

水

工作教室 笠図 10:30～12:00 14：30〜16：00
子育て広場 くる保 9:00～12:00

１歳児相談 友保 受付9:00～10:00
１歳６か月児健診 友保 受付13:00～13:20
機能アップ教室 笠保 13:00～15:30
住民健診 岩保 受付9:30～11:00 13：00〜14：00
３～４か月児相談 友保 受付9:00～10:00
ひだまり（精神ディサービス） 笠保 10:00～15:00

ふれあい広場

いな保

10:00～11:30

０～３歳のおはなし会

笠図

11:00～11:20

行政相談 岩保 13:00～16:00
子育て広場 くる保 9:00～12:00

住民健診 岩保 受付9:30～11:00 13：00〜14：00
２歳児歯科健診 友保 受付13:00～13:20
住民健診

岩保

受付9:30～11:00

13：00〜14：00

住民健診

岩保

受付9:30～11:00

13：00〜14：00

住民健診

岩保

受付9:30～11:00

13：00〜14：00

住民健診 岩保 受付9:30～11:00 13：00〜14：00
機能アップ教室 笠保 13:00～15:30
住民健診 岩保 受付9:30～11:00 13：00〜14：00
３～４か月児相談 笠保 受付9:50～10:00

10 木
11 金

8

ふれあい広場

いな保

10:00～11:30

１歳児相談 笠保 受付9:50～10:00
大腸がん検診 岩保 回収時間8:30～11:30

12 土
13

育児サークルぽっかぽか

友保

9:00～11:30

日 ４～６歳のおはなし会 笠図 14:00～14:30

14 月

天狗の郷バザールdeいわま 岩間駅南広場
いこいの家｢はなさか｣休館日
ふれあい広場 いな保 10:00～11:30

15 火
16 水
17 木

13

両親学級（１コース） 友保 受付9:30～9:45
子育てサロン 9:00～11:30 みなみ公民館（下市毛）
ひだまり（精神ディサービス）
（更生保護女性会 甲斐邦子 ☎0296-72-1477）

広報かさま７月号

笠保

10:00～15:00

