
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑧ページ        小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
   ご利用ください！笠間市立病院 平日夜間・日曜初期救急診療 

祝日・年末年始を除く、月曜日から金曜日：19時～21時・日曜日：9時～17時     ⑤ページ  

⑧「健康づくり市民大会 

2014・健康都市講座」開催のお知らせ 

 笠間市では「健康都市かさま」の実現に向

けて、「健康づくり市民大会 2014・健康都市

講座」を開催します。300 人対象体力テスト

や、「健康づくりと運動」をテーマにした講

演会、健康に関するさまざまなブースを出展

しますので、ぜひご参加ください。 

日時 6 月 28 日（土）午後 1 時～5時 30 分 

（午後 0 時 30 分開場） 

会場 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

内容  

（1）健康づくり表彰式 

（2）健康都市講座「“健
けん

幸
こう

華
か

齢
れい

”のためのエ

クササイズ」 

（講師：筑波大学准教授 大藏
おおくら

 倫
とも

博
ひろ

さん） 

（3）健康づくり市民大会 2014 

○300 人対象体力テスト（①握力 ②長座体

前屈 ③5 回椅子立ち上がり ④タイム ア

ップ アンド ゴー ⑤TMオセロ の5種目で

あなたの体力を測定します） 

○禁煙相談コーナー、血管年齢チェック、健

康相談コーナー、食事・運動に関する展示

コーナー、認知症予防コーナー等 

※運動のできる服装で、室内履きをお持ちの 

 うえお越しください。 

申・問 健康増進課（内線 592） 

 

⑩第 54 回茨城県母親大会を開催します

 戦争のない、核兵器のない平和な社会を子

どもたちに手渡したいと歩み続けた母親大

会が開催されます。 

 母親・女性の願いを共に語り、明るい未来

を作りましょう。男性でも参加できます。お

気軽にご参加ください。 

日時 6 月 29 日（日）午前 9 時受付開始 

分科会：午前 10 時～午後 0時 30 分 

全体会：午後 1時 30 分～4 時 

パレード：午後 4 時～4時 30 分 

会場 茨城県立笠間高等学校（笠間 1668） 

内容  

分科会：子育て、年金、介護、平和問題等 

全体会：記念講演 三上
み か み

 満
みつる

さん（教育評論家）

「子どもたちとともに憲法が生きる 

あしたへ -宮沢賢治の思いを今に-」

参加費 一般 1000 円、学生 800 円 

    高校生以下無料 

主催 茨城県母親大会実行委員会 

後援 笠間市・笠間市教育委員会 

笠間市社会福祉協議会ほか 

問 笹嶋
ささじま

 ℡ 0296-78-0560 

 

 

⑨微小粒子状物質（PM2.5）情報の 

お知らせ 

 茨城県環境対策課では、微小粒子状物質

（PM2.5）の注意喚起情報や測定結果などを

ホームページで情報提供しています。 

また、PM2.5 情報メールに登録することで

注意喚起時にメールを受け取ることができ

ます。 

詳しくは茨城県環境対策課のホームペー

ジをご覧ください。 

http://www.pref.ibaraki.jp/（各課ホームペ

ージ⇒生活環境部⇒環境対策課） 

問 環境保全課（内線 127） 

茨城県環境対策課 ℡ 029-301-2961 

 

 ⑪「就職カレッジ」を開催します   

 ジョブカフェいばらきでは、「脱フリーター・

脱無職」を目指している 15～40 歳代前半の

方を対象とした就職支援セミナーを開催し

ます。 

日時 7 月 22 日（火）、28 日（月）、29 日（火）

8月 4 日（月）、5 日（火） 

   各日 午前 9時 30分～午後4時 30分

会場 土浦市亀城プラザ 

（土浦市中央 3-16-4） 

対象 15歳～おおむね40歳代前半の求職者

で全日程（5日間）参加できる方 

定員 30 名（先着順） 

申・問 特定非営利活動法人 雇用人材協会

     ℡ 029-300-1738 

    メール s-college@koyou-jinzai.org 
 

         ⑯笠間幼稚園の一般非常勤職員を募集します                           
 
募集職種 募集人数 勤務期間 勤務時間 

幼稚園教諭 
（担任補助） 

1 名 
7 月 1 日（火）～ 
平成27年3月31日（火）
（約 8 か月） 

午前 8時 30分～午後 3時の 5時間 30分 

幼稚園教諭 
（預かり保育） 

1 名 

7 月 1 日（火）～ 
平成27年3月31日（火）
（約 8 か月） 
※夏季休業中は15日程
度の勤務です。 

午後 2時 15分～5時 15分の 3時間 
（時期により変更あり） 

※夏季休業中は午前8時45分～午後5時15分
までの7時間30分の勤務です。 

 
勤務場所 笠間幼稚園（笠間市笠間 2671-2） 

勤務内容 幼稚園における保育業務 

時給 970 円 

資格 幼稚園教諭免許 

選考方法 書類選考および面接 

     ※面接は 6 月 24 日（火）に行います。前日に電話をおかけし、時間等を調整します。 

申込方法 市販の履歴書（写真を貼付したもの）に必要事項を記入のうえ、幼稚園教諭免許状の

写しを添付してかさま幼稚園まで本人が直接お持ちください。 

     ※履歴書等は返却しませんのでご了承ください。 

申込期限 6 月 23 日(月) 

受付時間 午前 8時 30 分～午後 5 時 15 分（土日を除く） 

申・問 笠間幼稚園 ℡ 0296-72-0216 

 

⑰平成 26 年度「学びの広場サポーター」

を募集します 

雇用期間 今年の夏季休業中の 5 日間 

（１日 2～3 時間程度） 

勤務場所 各小学校の教室等 

勤務内容 小学 4・5 年生の算数補充学習に

おける学習支援 

     ※学級担任等とともに、丸付けや 

      計算方法の指導を行います。 

     ※四則計算等の知識、技能の定着 

      を図る学習プリントを使用し  

      ます。 

対象 大学生、理科支援員、非常勤講師、退

職教員、地域の方で小学 4・5 年生の

算数学習において学習支援ができる

方（教員免許の有無は不問） 

定員 50 名（先着順） 

報酬 1 日につき 3,000 円（交通費含む） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 6 月 20 日（金） 

申・問 学務課指導室（内線 379） 

⑱天神の里「オオムラサキ観察会」の 

 参加者を募集します 

 ビオトープ天神の里では、オオムラサキの

食樹であるエノキを観察できます。また、「オ

オムラサキの家」では、オオムラサキの雄姿

や蛹
さなぎ

を観ることができます。皆さんもぜひ、

オオムラサキを大空に飛ばせて、観察してみ

ませんか。 

日時 7 月 5 日（土）午前 10 時集合 

   観察：午前 10 時 30 分～11 時 30 分 

   ※荒天中止です。  

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近）

定員 30 名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

     ※申し込まれた方に、後日詳細を

      お知らせします。 

申込期限 6 月 26 日（木） 

申・問 環境保全課（内線 125） 

 


