⑱「幼児演劇鑑賞会」の参加者を募集
します
「劇団飛行船」による演劇『3 びきのこぶ
た』を上演します。
園児を対象とした鑑賞会ですが、未就園児
も参加できます。入場は無料です。
日時 10 月 21 日（火）
午前の部：午前 10 時 15 分開演
午後の部：午後 0 時 30 分開演
会場 友部公民館 1 階体育室
（笠間市中央 3-3-6）
申込方法 友部公民館の窓口へ直接、または
電話でお申し込みください。
※収容人数に限りがあるため、鑑
賞希望者は必ずご連絡ください。
受付時間 午前 9 時～午後 5 時 15 分
（月曜日休館）
申・問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533

⑲フリーマーケットの出店者を募集
します
ご家庭で不要になった物や子どもの服、趣
味を活かした手づくりの物などを、フリーマ
ーケットに出店してくださる方を募集しま
す。出店料は無料です。
日時 10 月 13 日(月・祝)
午前 10 時～午後 1 時
会場 笠間キッズ館 屋外
(笠間市南友部 1966-1)
※雨天時は屋内の遊戯室で行います。
募集区画 12 区画程度（先着順）
※1 区画は 1 畳程度です。
※飲食物の出店はできません。
申込方法 笠間キッズ館に置いてある申込
用紙に必要事項を記入のうえ、直
接お申し込みください。
申込期間 10 月 3 日（金）～12 日(日)
申・問 笠間キッズ館 ℡ 0296-77-8340

⑳出会い創出支援事業「ハロウィン仮装パーティー」の参加者を募集します
恋人の聖地笠間で、独身の男女を対象としたハロウィン仮装パーティーを開催します。秋の夜
長を楽しみたい方々のご参加をお待ちしています。
日時 10 月 31 日（金）午後 7 時～9 時（受付：午後 6 時 30 分～）
会場 森のカフェ さりょう（笠間市下市毛 959-1）
内容 仮装し、フリートークやミニゲームを行いながら、パスタなどのお食事をお楽しみいただ
きます。飲み物は飲み放題です。皆さんで盛り上がりましょう！
※アルコールをお飲みになる方は、車の運転はご遠慮ください。
※当日の仮装内容は自由です。会場に男女別の更衣室があります。
対象 25 歳以上 40 歳以下の独身男女
定員 男女各 15 名（応募多数の場合は抽選）
参加費 男性 5,500 円、女性 3,500 円（キャンセル料あり）
ゆい

主催 大好きかさま結ネット
共催 （一社）いばらき出会いサポートセンター、笠間市
申込方法 笠間市ホームページの申込フォームから必要事項を登録のうえ、お申し込みください。
参加者には詳細をお知らせします。
ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/（「申込フォーム」で検索）
申込期限 10 月 23 日（木）
申・問 市民活動課（内線 133）

⑩平成 27 年版 農業日誌・ファミリー
日誌・新農家暦 予約受付のお知らせ
＜農業日誌＞
基本ページは「日記欄」「収支欄」「経営
記録欄」の 3 つからなり、作業記録とともに
簡単に記入できます。農作業の参考になる最
新農業情報や各県の郷土料理等も紹介して
います（B6 判 600 頁予定）。
＜ファミリー日誌＞
日記としても農業記録帳としても活用可
能です。また、「付録」の「現金収支簿」等
もあるので、簡単な家計簿として使うことも
できます（B5 版 340 頁予定）。
＜新農家暦＞
1 年の備忘録として最適。月ごとの農作業
に役立つ基本情報、日常生活に便利で楽しい
情報が満載の一冊です（A5 版 88 頁予定）。
予約特価
農業日誌 1,400 円（定価 1,500 円）
ファミリー日誌 1,400 円（定価 1,500 円）
新農家暦 410 円（定価 520 円）
※代金は申込時にお支払いください。
引渡予定 笠間市役所農政課窓口にて、
11 月中旬頃を予定しています。
※農政課へ冊子が届き次第、電話でお知らせ
します。
申込方法 農政課窓口で直接、お申し込みく
ださい。
申込期限 10 月 24 日（金）
申・問 農政課（内線 527）
ブ ル ー

ホ ー ク ス

⑪「BLUE-HAWKS in 笠間演奏会」を開催
します
茨城県立大洗高校マーチングバンドによ
る演奏会を開催します。
日時 10 月 11 日（土）
開場：午後 2 時 30 分、開演：午後 3 時
会場 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1）
入場料 無料（全席自由）
※入場整理券が必要です。整理券は
当日午後 2 時から、会場で配付し
ます。
持ち物 上履き、靴を入れる袋
問 笠間市文化連盟事務局

⑫司法書士法律相談を実施します
「法の日」にちなみ、無料の法律相談を
実施します。
日時 10 月 4 日（土）午前 10 時～午後 3 時
会場 茨城司法書士会館
（水戸市五軒町 1-3-16）
※当日会場に来られない方のため、茨
城司法書士会館にて電話相談を受
け付けます。
相談内容 借金、土地・建物、相続、裁判、
会社等に関するご相談およびこ
れに関連する登記相談
主催 茨城司法書士会
申込方法 事前予約は不要です。当日会場で
受付けを行います。
問 茨城司法書士会 ℡ 029-225-0111

⑬いこいの家「はなさか」からのお知らせ
【ヨガ教室】
日時 10 月 10 日（金）午前 10 時 30 分～
15 日（水）、29 日（水）午後 6 時 30 分～
31 日（金）午前 10 時 30 分～
※9 月も開催予定ですので興味のあ
る方はお問い合わせください。
【スポーツ吹矢教室】
日時 10 月 3 日（金）、17 日（金）、31 日（金）
午後 1 時 30 分～
【ひのき湯】
利用日 毎週水曜日
【巡回バスについて】
平日（火～金曜）に各コース運行しています
のでぜひご利用ください。
火曜日：笠間コース
水曜日：友部コース、岩間コース
木曜日：北川根コース、岩間コース
金曜日：大原コース（笠間コース追加予定）
※詳細については「はなさか」のホーム
ページをご覧ください。
http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/
問

いこいの家「はなさか」
℡ 0296-77-5110

ふ じお か

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。
⑧ページ

http://www.city.kasama.lg.jp/

℡ 0296-74-2929（藤岡）

小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。

⑤ページ

