⑨「いばらき都市緑化フェスティバル」
を開催します
10 月は「都市緑化月間」です。都市緑化
の大切さを楽しみながら感じていただける
よう、「いばらき都市緑化フェスティバル」
を開催します。皆さんのご来園をお待ちして
います。
日時 10 月 18 日（土）（雨天中止）
午前 10 時～午後 3 時
会場 笠間芸術の森公園 イベント広場
（笠間市笠間 2345）
内容 インテリアグリーン（ミニ観葉植物）、
作成教室、万華鏡づくり教室、
子ども工作教室、木工教室、
球根つかみどり、ヤマブキ苗配布
スポーツ鬼ごっこ等
※内容は予告なく変更となる場合が
あります。
問 管理課（内線 576）

⑩第 13 回全国高等学校アームレスリング
選手権大会を開催します
の む ら

まさ き

特別ゲストとして、野村 将希さん、アン
キの猪木さん、
ボビー・オロゴンさんが来
ト
場予定！平成 14 年から毎年開催されている
本大会は、今年で最後の大会となります。
また、スポーツ少年団の事業として、小学
生を対象に「第 1 回笠間市小学生対抗アーム
レスリング大会」を開催します。ぜひ、全国
から集まる高校生・市内小学生の真剣勝負を
ご観戦ください。
日時 10 月 19 日（日）
開会式 午前 10 時～
競技開始 午前 10 時 30 分～
会場 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1）
入場料 無料
問 全国高等学校アームレスリング選手権
大会事務局
（スポーツ振興課内 内線 391・392）

窓口受付時間を延長しています。
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⑪第 9 回笠間市合唱祭を開催します
日時
会場

10 月 19 日（日）午後 2 時開演
笠間公民館 大ホール
（笠間市石井 2068-1）
参加予定団体
友部小学校合唱隊、笠間少年少女合唱団、笠
間市民合唱団、岩瀬すみれコーラス、女声ア
ンサンブル・萌、女声コーラス・華、女声合
唱団コール・ポプリ、ひまわりコーラス、マ
ーガレット・エコー
問

ふ じお か

藤岡

℡

0296-74-2929

⑫第 6 回笠間市子ども・子育て会議を
開催します
笠間市子ども・子育て支援事業計画策定に
向けた協議を行うため、次のとおり会議を開
催します。傍聴を希望される方は、当日会場
前で受付けを行ってください。
日時 10 月 23 日（木）午後 3 時～
会場 市民センターいわま 2 階会議室
（笠間市下郷 5140）
傍聴者の定員 10 名（先着順）
傍聴受付時間 午後 2 時 20 分～2 時 50 分
傍聴者の遵守事項
会場に掲示される遵守事項を守り、会議の円
滑な進行・運営にご協力ください。
問 子ども福祉課 幼保連携推進室（内線 162）

⑭毎月 1 日は「門前市」を開催しています！
毎月 1 日、笠間稲荷門前通り商店街では、「門前市」を開催しています！参加店では、「門前
市」の日だけのサービスを行っています。たとえば…
①「門前市」の日なら、いつもよりお得にお食事できます。
柏屋：いなり寿司・そばいなり 8％値引き！
湊屋：コロッケ 50 円（通常 80 円）
中華食堂えん：ハスの葉包み栗入りおこわ 500 円（通常 600 円）
近江屋鮮魚店：お食事すると 1 品サービス
②小腹がすいても大丈夫！「門前市」価格でほっとひといき。
笹目宗兵衛商店：甘酒 100 円（通常 200 円）
③毎日のお買い物にも、お立ち寄りください。
デパートきくち：全商品 1 割引（学校用品・フォーマルは除く）
タナカヤ呉服店：店頭小物 1 割引
④笠間土産は、門前通りにお任せ。
わ んた んふ う

そば処 つたや：雲呑風麺（5 束入）500 円（通常 600 円）
仲見世 丸井：1,000 円以上のお買物で「秋のスウィーツセット」進呈
玉起屋：1,000 円以上のお買物で「土物スプーン」進呈
つな川：お買物すると「お箸」進呈
佐野屋：1,000 円以上のお買物で「携帯ストラップ」進呈
明治屋：全商品 1 割引
「門前市」とあわせて、稲田みかげ石の路面に生まれ変わりつつある門前通りの様子も、ご覧
ください（石畳への路面舗装工事は今秋まで行われる予定です）。
毎月 1 日は、笠間稲荷門前通りへぜひお越しください！
時間 午前 8 時～各店の閉店時間まで
場所 笠間稲荷門前通り（笠間稲荷神社に面する通り）
問 ほんまや ℡ 0296-72-1335

⑮「第 53 回水戸矯正展」を開催します
⑬東京大学附属牧場一般公開デーの
お知らせ
日時

10 月 25 日（土）
午前 10 時～午後 3 時
場所 東京大学附属牧場（笠間市安居 3145）
内容 ぬり絵大会、動物ふれあい広場
体験乗馬（先着 20 名）、市民公開セ
ミナー等
※体験乗馬は午後 1 時～2 時に行いま
す。午前 10 時から受け付けますの
で、会場にてお申し込みください。
問 東京大学附属牧場事務室
℡ 0299-45-2606

延長時間 午後 5 時 15 分～7 時 30 分（祝日・年末年始を除く）
【本所】毎週水曜日／市民課・保険年金課・税務課
【笠間支所】毎週木曜日／市民窓口課
【岩間支所】毎週火曜日／市民窓口課

犯罪と非行のない社会作りのために、法務
省が主催する「社会を明るくする運動」の一
環として開催します。
日時 10 月 25 日（土）
午前 9 時 30 分～午後 3 時
会場 水戸刑務所（ひたちなか市市毛 847）
内容 刑務所見学ツアー、刑務所作業製品の
展示販売、音楽ライブ、「ちびっ子刑
務官」撮影会（無料）等
問 水戸刑務所 企画部門（作業）
℡ 029-272-2424

⑯「水戸藩天狗騒乱と笠間地方(1)」を
開催します
笠間市内に残る天狗騒動ゆかりの地や現
存する史跡の写真、史料等を紹介・展示しま
す。展示は 2 回に分けて行い、今回は笠間地
区を中心に紹介します。
今年は天狗騒乱が起こった元治元年（1864
年）からちょうど 150 年目にあたります。こ
れを機会に、郷土で起こった歴史的事件に目
を向けてみませんか。
期日 10 月 29 日（水）まで
月曜・第 4 木曜休館
（ただし、祝日・振休の場合は翌日）
時間 午前 9 時～午後 7 時
会場 笠間図書館ギャラリー
（笠間市石井 2023-1）
問 生涯学習課（内線 382）

小中学生の登下校の見守りをお願いします。
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