⑱第 3 回かさま陶芸の里マラソン大会の参加者を募集
期日

12 月 21 日(日)

※雨天決行（態度決定：午前 6 時）

会場

笠間芸術の森公園（笠間市笠間 2345）

種目

☆小学生・親子の部（小学 1 年生～3 年生）：2.5 ㎞、
☆中学生の部：3.5 ㎞、
☆一般・高校生の部：3.5 ㎞、5 ㎞、10 ㎞

参加料

市内小中学生 500 円（市内在住・在学）、市外小中学生 1,000 円、高校生 1,500 円、一般・
親子 2,500 円

申込方法

所定の申込書に必要事項を漏れなく記入の上、大会事務局へお申し込みください。申
込書は、笠間市役所、笠間・岩間各支所、市民体育館、総合公園管理棟、岩間海洋セ
ンター、笠間・友部・岩間公民館にあります。また、インターネット・電話でも申し
込みができます。
※インターネットでの申込み
☆「ランネット」http://runnet.jp/
☆「スポーツエントリー」http://www.sportsentry.ne.jp/
※電話での申込み
☆「ランテス」℡0570-008-846（平日 9:30～17:30）
☆「スポーツエントリー」℡0570-037-846（平日 10:00～17:30）

申込期限

11 月 5 日(水)

参加申込書請求先

かさま陶芸の里マラソン大会エントリーセンター
℡03-3714-7924（平日 10:00～17:00）

問 かさま陶芸の里マラソン大会実行委員会
〒309-1698

笠間市石井 717

笠間市教育委員会スポーツ振興課内

℡ 0296-72-1111（内線 72221）（平日 8:30～17:00）

FAX 0296-72-9452

E ﾒｰﾙ kasamarun3@city.kasama.ibaraki.jp

＜大会運営ボランティアスタッフ募集＞

＜大会プログラム掲載店等を募集＞

市内外から参加される選手の皆さんをお
迎えし、大会を盛り上げてくださる運営スタ
ッフを募集します。
応募資格 中学生以上の男女（高校生以下は
保護者の許可を得て申し込みく
ださい。）
募集人員 100 名（予定）
①走路監察係（選手走路確保・交
通整理） ②給水係 ③受付係
④表彰補助 ⑤選手誘導 ⑥記
録証交付（パソコン使用） ⑦速
報掲示 ⑧その他
申込方法 大会事務局へ電話でお申し込みく
ださい。関係書類を送付します。
申込期限 10 月 31 日（金）

かさま陶芸の里マラソン大会実行委員会
では、大会参加者向けのプログラムに掲載を
希望するお店や企業等を次のとおり募集し
ます。
対象 飲食店、特産品店、土産店、企業など
掲載料 Ａ4 白黒
1 ページ･･･20,000 円〔写真 3 点まで〕
1/2 ページ･･･10,000 円
〔写真 2 点まで〕
1/3 ページ･･･5,000 円〔写真 1 点まで〕
掲載内容 店名企業名、連絡先、営業日時、
ＰＲなど
※趣旨にそぐわないお店や企業
等は、掲載をお断りする場合が
あります。ご了承ください。
※掲載箇所は事務局で指定します。
申込期限 11 月 11 日（火）
申込方法 大会事務局へ電話でお申し込みく
ださい。関連書類を送付します。

⑥ページ

⑥第 15
15 回「友葵祭」
回「友葵祭」
（ゆうきさい）のご
⑥第
（ゆうきさい）のご
案内
案内
友部高校では文化祭を以下のとおり開催し
ます。バザーや模擬店も企画していますので、
皆さんお誘い合わせの上、ご来校ください。
日時 10 月 18 日（土）午前 9 時 30 分～午
後 2 時 30 分
場所 茨城県立友部高等学校
テーマ YOU!!友高来ちゃいなよ!!!
～ ☆愛と友葵と共に☆ ～
※駐車場がありませんので、公共交通機関を
ご利用ください。
問 友部高校 ℡ 0296-77-7676

⑦平成20 年度笠間市立公民館文化祭を開催
開催時間 午前 9 時～午後 5 時 30 分
＜笠間公民館＞
期間 10 月 16 日（木）～26 日（日）
会場 笠間公民館全館
内容
○作品展示 ちぎり絵、絵てがみ、書、生け
花、盆栽、手工芸等
○発表 10 月 18 日（土）茶道表千家
10 月 25 日（土）郷土芸能発表会
＜友部公民館＞
期間 10 月 31 日（金）～11 月 4 日（火）
会場 友部公民館全館
内容
○作品展示 絵画、書、手工芸、生け花、写真等
○発表 11 月 3 日（月）芸能発表会
11 月 4 日（火）高齢者芸能発表会
＜岩間公民館＞
期間 11 月 21 日（金）～24 日（月）
会場 岩間公民館全館
内容
○作品展示 絵画、書、手工芸、生け花、写真等
○発表 11 月 21 日（金）社交ダンス
11 月 22 日（土）芸能発表会
11 月 23 日（日）音楽発表会
≪出展・発表 参加者募集≫
文化祭に参加しませんか！
各部門へ参加する方は公民館備付けの申
込書に記入して提出してください。
申込期限 10 月 31 日（金）まで
申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100
友部公民館 ℡ 0296-77-7533
岩間公民館 ℡ 0299-45-2080

⑧「秋季都市緑化祭」を開催
花と緑の祭典「秋季都市緑化祭」が、次の
とおり開催されます。当日は、緑と触れ合う
楽しいイベントを予定しています。
また、同日開催として「笠間焼フェア」、
「芸森三館フェスタ」が行われます。
日時 10 月 12 日(日) 午前 10 時～午後 3 時
※雨天中止
場所 笠間芸術の森公園 センタープラザ
(陶芸美術館前の広場)
内容 インテリアグリーン作成、庭木せん定
教室、緑化相談 など
問 都市計画課（内 587）

⑨「笠間芸術の森公園 三館フェスタ」
を開
⑨「笠間芸術の森公園
三館フェスタ」
催を開催
日時
場所

10 月 12 日（日）午前 10 時～
笠間芸術の森公園
※同日開催の「秋季都市緑化祭」
・
「笠
間焼フェア」会場内です。
内容 笠間稲荷囃子保存会、仲南会（なかみ
なみかい）、岩間囃子保存会によるお
囃子の演奏
問 笠間芸術の森公園地区施設運営協議会
事務局：笠間工芸の丘 ℡ 0296-70-1313

⑩「オータムフェスティバル」を開催
日時

10 月 19 日（日）午前 9 時 30 分～午
後 5 時 ※荒天中止
場所 国営ひたち海浜公園
内容 ○県内市町村の特産品販売
○地域郷土芸能等
入園料 無料（別途駐車料金等が必要）
問 茨城県土木部都市局公園街路課
℡ 029-301-4650
茨城県企画部ひたちなか整備課
℡ 029-301-2778
当日の連絡先：ひたち公園管理センター
℡ 029-265-9001

休日救急診療当番医の一部変更について
次のとおり変更になりますのでお知らせし
ます。
当番日

変更前

変更後

10 月 5 日(日)

下田整形外科

笠間耳鼻咽喉科

10 月 19 日(日)

笠間耳鼻咽喉科

下田整形外科
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