⑳出会い創出支援事業「実りの秋に恋のヨ・カ・ン♪」の参加者を募集します
日時
会場
内容

10 月 20 日（日） 午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分（受付 午前 9 時～）
あたご天狗の森スカイロッジ（笠間市上郷 2775-7）
愛宕山でハイキングやバーベキューなどをお楽しみいただきます。バーベキューの後には、
ここでしか食べられないデザートもご用意しています。
対象 25 歳～40 歳までの独身男女 各 12 名（先着順）
参加費 男性 4,000 円 女性 2,000 円（キャンセル料あり）
その他 ・当日は動きやすい服装と履物でお越しください。
・荒天の場合は中止になることがあります。
※詳細については後日、申込みをされた方にお知らせします。
ゆい
主催 大好きかさま結ネット
共催 いばらき出会いサポートセンター、笠間観光協会
申込方法 笠間市ホームページ内の申込フォームからお申し込みください。
ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/news.php?code=1221
申込開始
9 月 10 日（火）～
申・問 市民活動課（内線 133）

「第 74 回 国民体育大会」の愛称およびスローガンを募集します
平成 31 年に開催する「第 74 回国民体育大会（茨城国体）」を、より広く県民に愛され、
「いば
らきの魅力」を全国に発信できるような大会にするために、茨城国体の愛称とスローガンを募集
します。お気軽にご応募ください。
募集要件 愛称、スローガンともに実施目標に沿った内容であることが条件です。
実施目標

(1)「いばらきの魅力」を発信する国体であること
(2)茨城の特色を生かし、創意工夫を凝らした国体であること
(3)人情味あふれる、おもてなしで創る国体であること
(4)更なるスポーツの推進を図る国体であること

【愛称】茨城国体を、親しみを込めて呼ぶ名前、呼び名を募集します。
・茨城の歴史、風土、文化等から連想される「茨城らしさ」あふれるもの
・
「茨城○○国体」、
「○○いばらき国体」のように、
「茨城」と「国体」の文字が入った
もの（
「いばらき」、「イバラキ」、
「IBARAKI」も可）
【スローガン】茨城国体の趣旨や目的を印象づける言葉やキャッチコピーを募集します。
・選手、スタッフ、応援者など、この大会を取り巻くすべての人が想いを共有
できるようなメッセージ性があること
審査方法 第 74 回国民体育大会茨城県準備委員会で審査し、入賞作品を決定します。
入賞賞金 最優秀賞 1 点 5 万円
優秀賞
3 点 1 万円
※入賞者が中学生以下の場合には、賞金相当額の図書カードに換えさせていただきます。
申込方法 はがきまたは FAX に、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、職業（学校名、学年）
を記入し、第 74 回 国民体育大会 茨城県準備委員会事務局までお申し込みください。
ホームページからのお申し込みも可能です。
募集期間 10 月 31 日（木）（当日消印有効）
申・問 第 74 回 国民体育大会 茨城県準備委員会事務局 愛称・スローガン募集係
〒310-8555 水戸市笠原町 978-6（茨城県国体推進課内）
℡ 029-301-5394 FAX 029-301-5399
ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/bugai/kokutai/

⑧ページ 25-17 国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。

募 集
⑬健康診査（10～11 月分）受診者を再募集します
10 月、11 月分の健康診査の申込みを受け付けています。ご希望の方は、保健センターの窓口
または電話でお申し込みください。あなたの健康を守るために、年に 1 度は健診を受けましょう。
下記以外の日程、胃がん検診のない健康診査（予約不要）および個人負担金等、
詳細については笠間市保健カレンダー（P13～19）をご覧ください。
【胃がん検診のある健康診査（要予約）】
健診項目 特定健診・生活習慣病予防健診・高齢者健診のいずれか、結核・肺がん検診、胃がん
検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B・C 型）の検診で希望す
るもの
健診会場・予約先

健診日

友部保健センター
℡ 0296-77-9145

10 月 4 日（金）
11 月 10 日（日）

笠間保健センター
℡ 0296-72-7711

10 月 29 日（火）
11 月 16 日（土）

岩間保健センター
℡ 0299-45-7888

10 月 19 日（土）
11 月 19 日（火）

受付時間
午前 6 時 30 分～10 時
（1 時間毎に受付）
○受付時間によって、募集人数
が異なります。また、定員によ
り締め切らせていただく場合も
ありますので、ご了承ください。

【子宮がん検診・乳がん検診（要予約）】※一部、骨粗しょう症を含みます。
検診会場・予約先

検診日

受付時間
午前 10 時～11 時（乳がん検診のみ）
午後 0 時 30 分～1 時（子宮・乳がん検診）
※印の検診日は、午後のみの検診（子宮・
乳がん検診）となります。
◎印の日は、骨粗しょう症検診と同時に
実施できます。

友部保健センター
℡ 0296-77-9145

10 月 27 日（日）
11 月 25 日（月）
11 月 26 日（火）

笠間保健センター
℡ 0296-72-7711

10 月 6 日（日）
11 月 12 日（火）※
11 月 29 日（金）

岩間保健センター
℡ 0299-45-7888

○受付時間によって、募集人数が異なりま
10 月 25 日（金）※◎
す。また定員により締め切らせていただく
11 月 22 日（金）
場合もありますので、ご了承ください。

⑭健康講座「腰痛予防教室」の受講者を募集します
腰痛のメカニズムや予防法について学び、健康づくりに役立ててみませんか。
参加費は無料です。お気軽にご参加ください。
日時 10 月 23 日（水）午後 1 時 30 分～3 時
会場 笠間保健センター
内容 講演「腰痛予防教室」
なかむら いさお
講師 水戸赤十字病院 理学療法士 中村 功 さん
すずき かずえ
作業療法士 鈴木 和恵さん
定員 30 名（応募者多数の場合は抽選）
申込方法 笠間保健センター窓口で直接、または電話でお申し込みください。
申込期限 10 月 11 日（金）
申・問 笠間保健センター ℡ 0296-72-7711

笠間の魅力発信！
笠間市公式 facebook

笠間ファンクラブ facebook
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