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認知症とは、脳の病気によって記憶力や判断
力が低下し、生活に支障が出ている状態のこと
です。現代の医学で治すことは難しいとされて
いますが、周りの人たちの助けがあれば、認知
症であっても地域で自分らしく生活することが
で き る と い わ れ て い ま す 。 市 で は 、「 認 知 症 に
なっても安心して暮らせるまちづくり」を進め
ていて、一人でも多くの市民の理解とサポート
体制の構築を目指しています。
本人とそのご家族をサポートする活動のひと
つが、地域で開かれる「オレンジカフェ」
（認知
症カフェ）です。同カフェは認知症の方やその

ジ フ
ン カ ェ

日 時：毎月第3水曜日、午後2時～3時30分
参加費：300円〜（1品注文）
問い合わせ：TEL0296-73-5577
（鯉淵6526-19）

6月に行われたコグニサイズ。運動と認知課題
（計算やしりとりなど）を
組み合わせ、認知症予防を目指します

家族、介護職の方、地域の皆さんが気軽に集ま
り、お茶を飲みながら自由に語り合う場。現
在、市内3カ所で定期的に開いています。
同じ体験を持つ人とおしゃべりすることで、
気持ちが楽になったり、認知症そのものについ
ての理解が深まります。9月は「認知症を知る
月間」です。まずはカフェに足を運び、認知症
を知るきっかけにしてみませんか？申し込みの
必要はありませんので、気軽にお立ち寄りくだ
さい。
医療・福祉の専門職が連携
を図る「ケアカフェ」でも、認
知症の理解を深めています

オレ

フライブルク

（フロイデ総合在宅サポートセンター友部内）

カフェテリア

解深める
楽しみながら学び、理
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症状を理解し、共に支え合うまちに

9月は「認知症を知る月間」です

記憶力強化のトレーニングや薬の正しい服用法、社
会資源の紹介など、毎回違ったテーマを設定し、専門
職がわかりやすく紹介しています。
「リハビリや医療、福祉制度などを楽しみながら学
んで、認知症の理解につながるようなプログラムを組
んでいます。参加者同士が話し合う時間も大切にして
いますので、どうぞお気軽に立ち寄ってください」
と、管理者の室井さんは話しています。

活性化

思い出を語り合い脳を

ほっとカフェ

グリーンハウス

（ケアハウスかさま内）

回想法や脳トレなどを行いながら開催。回想法は、
例えば正月やお盆といった昔ながらの行事や出来事、
生活の道具、古いまちの風景などを写真やイラストで
紹介し、それに関する思い出を自由に語り合うことで
脳が活性化されます。
施設長の畑岡さんは、「7月には合唱団のミニコン
サートを開き、好評でした。今後もいろいろな企画を
取り入れて、楽しみながら交流できる場にしていきま
す」と話しています。

手作りのデザートを味わいながら、思い出話をしたり、
おしゃべりを楽し
む参加者ら

岩間にも新規オープン

日時：毎月第3日曜日 午後1時～4時
参加費：300円（飲み物はおかわり自由、茶菓子付き）
問い合わせ：TEL0296-70-1100（石井32-1）

すずらん の里
これまで友部地区と笠間地区だけだったオレンジカ
フェが、6月から岩間地区にもオープンしました。毎
月末の日曜日にデイルームを利用して定期的に開催し
ており、まずは、参加者同士が気軽に話し合える場と
して、地域に定着させることを目指しています。
日時：9月24日、10月29日、11月26日、12月17日
午後2時〜3時30分
参加費：200円（飲み物、茶菓子つき）
問い合わせ：TEL0299-45-0555（土師1283-5）
まずは気軽に会話が楽しめる雰囲気づくりから。
昔話に聞き入る参加者の皆さん

認知症を恐れないで
成年後見制度に
ついて解説
友部公民館

認知症などで判断能力がなくなったときに、その人
の権利を守る制度である成年後見制度に関する講演会
（主催：水戸市権利擁護サポートセンター、共催：
笠間市）が7月11日、友部公民館で開かれました（写
真）。水戸信用金庫地域活性支援部の和地礼子さんを
講師に招き、市民のほか、民生委員や福祉関係者、行
政関係者ら85名が参加。高齢者の財産管理の必要性
について学びました。

3

平成29年

広報かさま9月号（vol.138）

市立病院院長

石塚

恒夫

認知症は治すことが難しい病気
ですが、周辺症状（徘徊や暴言な
ど環境に起因する症状）は、薬で
抑えることも可能ですし、介護サービスを適切に利用
することで、地域で生活することができるようになり
ます。
市では、地域包括支援センターが中心となって、医
療職や介護職、リハビリ職、福祉関連職など幅広い専
門職が連携を図っています。たとえ認知症になったと
しても、しっかりと対応してもらうことができるで
しょう。決して認知症を恐れることはありません。ま
ずは、医療機関や福祉機関に相談してください。

平成30年度
平成30年度

幼稚園・保育所（園）
・認定こども園
入園申し込みの受け付けを開始します！
平成30年4月から幼稚園等の入園を希望する児童の申し込み受け付けを開始します。
新規・継続入園や認定区分
（1号・2号・3号）
によって申し込み方法が異なります。

4月から新たに入園を希望する場合

1
最初に認定区分を
選びます。

2
利用する施設を
選びます。

3
入園の申し込みを
します。

満3歳以上で 1号
幼稚園等を

満3歳以上で 2号
保育所等を

満3歳未満で 3号
保育所等を

希望する場合

希望する場合

希望する場合

幼稚園
認定こども園

保育所
認定こども園

保育所
認定こども園
地域型保育

❶幼稚園等に直接利用の申
し込みをします。

❶市の窓口で入所申込書とあわせて支給認定申請書を受け取
ります。

❷幼稚園等から入園の内定
を受けます。

❷入所申し込みと同時に支給認定を市に申請します。

❸市から支給認定証（1号）
が交付されます。

❸市から支給認定証
（2号・3号）が交付されます。

❹幼稚園等と契約をします。

※認定こども園経由での申請も可（対応は園により異なるので園に確認してくだ
さい）。なお、経由した認定こども園への入園が確約されるわけではありません。

❹申請者の希望、保育所等の状況などにより、市が利用調整を
します。
❺利用調整で決定した施設を利用します。

現在入園している施設を継続する場合
2号

1号
幼稚園等へ現況届を
提出します。

3号

❶保育所等から継続入所申込書が配布されます。
❷継続入所申し込みを市（認定こども園の場合は、施設）へ申請
します。
❸市が書類審査を行い、問題がなければ保育所等を継続して利
用できます。

【問い合わせ】
子ども福祉課
（内線163）
・笠間支所福祉課
（内線72134）
・岩間支所福祉課（内線73171）
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市内施設 園児募集一覧
受入認定

施

設

名

1号

ドレミ幼稚園
TEL 0299-45-3711

2号
1号

認定こども園 こじか幼稚園

2号
1号

認定こども園 ともべ幼稚園
TEL 0296-77-0311

10月2日（月）

入園受付期間

〈1号〉
10月2日（月） 11月1日（水）〜

定員になり次第終了

〈1号〉
10月1日（日） 11月1日（水）〜

定員になり次第終了

3号
2号
1号

認定こども園

〈1号〉

TEL 0296-77-8182

定員になり次第終了

3号
2号
1号

TEL 0296-77-5098

3号
2号
1号

認定こども園

岩間第一幼稚園・ひまわりの杜保育園

〈1号〉
10月2日（月） 11月1日（水）〜

定員になり次第終了

〈1号〉
9月1日（金） 10月2日（月）〜

定員になり次第終了

3号
2号
1号

TEL 0299-45-3293

認定こども園 めぐみこども園
TEL 0299-45-2200

3号
2号
1号

認定こども園 かさまこども園
TEL 0296-71-5858

3号
2号
1号

認定こども園 いなだこども園
TEL 0296-71-7200

〈1号〉
9月25日（月） 10月2日（月）〜

定員になり次第終了

〈1号〉
10月2日（月） 11月1日（水）〜

定員になり次第終了

〈1号〉
10月2日（月） 11月1日（水）〜

3号
2号

定員になり次第終了

くるす保育所

3号
2号
3号
2号

TEL 0296-77-6105

10月2日（月）

大沢保育園

※新規入所の
方は子ども
福祉課また
は各支所福
祉課でお受
け取りくだ
さい。

TEL 0296-77-1068

3号
2号

みか保育園
TEL 0296-77-7928

3号
2号

岩間保育園
TEL 0299-45-2019

3号
2号

おしのべ保育園

3号

すみれナーサリー

TEL 0296-77-5098

10月7日（土） 未就園児教室（バンビ）毎週水曜午前10時〜
雨天：8日（日） 随時、入園説明致します。ご連絡ください。
未就園児教室（毎週火・水・木・金）。
10月7日（土） 10月14日（土）
、
28日（土）入園説明会。
雨天：8日（日） 入園説明・見学は随時行っています。ご連
絡ください。
保育見学と入園説明会10月12日（木）、18
10月7日（土） 日（水）（要連絡）。
雨天：9日（祝） 未就園児教室（火・水）、親子教室（金）。
詳細はお問い合わせください。
未就園児教室（月1回実施。登録制、随時登録
10月21日（土）
可）
。
入園説明会10月24日（火）。
雨天：22日（日）
※入園説明、見学はいつでも可（要連絡）。
9月16日（土） 未就園児教室（毎週金曜日）。
雨天：17日（日） 随時、入園説明をします。
1日体験入園・給食体験・園庭開放してい
10月7日（土）
ます。入園説明会・見学は随時行っていま
雨天：8日（日）
す。
10月7日（土）
雨天：8日（日）
10月7日（土）
雨天：8日（日）

9月23日（土） ★随時見学を受付けています！各園にお問
雨天：24日（日） い合わせください。
〔新規入所〕
11月1日（水）〜
12月22日（金）
〔継続入所〕
11月1日（水）〜
12月22日（金）

終了しました

★入所に関する問い合わせは子ども福祉課
まで！

10月14日（土）
雨天：15日（日）
9月30日（土）
雨天：10/1（日）
10月7日（土）
雨天：B&G体育館

TEL 0299-45-2696

地域型保育

考

9月30日（土）
雨天：10/1（日）

TEL 0296-72-0563

ともべ保育所

備

9月30日（土） 公開保育、入園説明会10月12日（木）。
雨天：10/1（日） お気軽にご連絡ください。

11月1日（水）〜
定員になり次第終了

さくら幼稚園・さくらんぼ保育園 10月2日（月） 11月1日（水）〜
認定こども園 すみれこども園

運動会予定日

※2号および3号の受け付け期間は保育所（園）と同様です。

TEL 0296-72-6636

入園願書
配布開始日

10月2日（月）

10月21日（土）
雨天：22日（日） 入園説明、見学はいつでも可（要連絡）
すみれこども園と合同運動会

地域型保育とは…？
保育所より少人数の単位で、0〜2歳の子どもを保育する施設です。保育所と同様に、共働き世帯、親族の介護
などの事情で、家庭で保育できない児童を預かります。
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＊小児インフルエンザ予防接種 費用の一部助成＊
今年度より、1歳から中学校3年生までのお子さんを対象に、インフルエンザ予防接種費用を助成します。
インフルエンザ予防接種では、インフルエンザへの感染を完全に防ぐことはできませんが、発症を抑えるこ
とや、発症しても重症化を防ぐ一定の効果があるとされています。希望される方は、下記期間内に接種して
ください。
【実施期間】10月1日（日）〜12月28日（木）
【対 象 者】笠間市に住民登録のある1歳（接種日現在）から中学3年生
【助 成 額】接種 1回につき1,000円（差額分は自己負担。接種費用は医療機関によって異なります）
【助成回数】1歳〜12歳…2回、13歳〜中学3年生…1回
【実施場所】市内のインフルエンザ予防接種協力医療機関
【実施方法】①医療機関に予約をします。
②当日は、
「母子健康手帳」
「健康保険証」を持参し、医療機関備え付けの「説明書」を読み、「笠間
市小児インフルエンザ予診票」を記入後、接種します。
③差額分を医療機関の窓口でお支払いください。
【注意事項】 接種には保護者の同伴が必要となります。何らかの理由で同伴ができない場合、あらかじめ保護
者が予診票と説明書を受け取り、予診票に接種の希望を保護者が自署したうえで、お子さんの健康
状態を普段より熟知し、保護者に代わる方が同伴してください。

＊高齢者インフルエンザ予防接種 助成額が変更＊
予防接種法に基づき、65歳以上の方にインフルエンザの予防接種を実施します。インフルエンザの予防接
種は、発病、重症化予防に効果があるとされています。希望される方は、下記期間内に接種してください。
【実施期間】10月1日（日）〜12月28日（木）
【対 象 者】笠間市に住民登録のある方で、下記のいずれかの要件を満たす方
・65歳以上の方（接種日現在）
・60〜64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に
障害を有する方（身体障害者1級程度）
【助 成 額】接種 1回のみ1,500円（差額分は自己負担。接種費用は医療機関によって異なります）
今年度より、小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成が始まります。それに伴い、高齢
者インフルエンザ予防接種の助成額が変更となりましたので、ご理解ご協力のほどよろしくお
願いします。
※対象者で、生活保護世帯の方は、自己負担が免除となりますので「生活保護受給証明書」を
医療機関に持参してください。
【実施方法】●市内医療機関で接種を希望する場合
①医療機関に予約をします。
②健康保険証を持参し、医療機関備え付けの「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を記
入し、接種します。
③差額分を医療機関の窓口でお支払いください。
●市外医療機関で接種を希望する場合
①保健センターに「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を申請します。
（予診票の申請は、9月20日（水）からの受け付けとなります）
②医療機関に予約をします。
③記入した「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」と健康保険証を持参し、接種します。
④差額分を医療機関の窓口でお支払いください。
【申請・問い合わせ】健康増進課・友部保健センター TEL0296-77-9145
笠間保健センター TEL0296-72-7711・岩間保健センター

平成29年

TEL0299-45-7888

広報かさま9月号（vol.138）

6

小野友五郎 生誕200周年記念講演会

「歴史作家・技術者から見た 小野友五郎と幕末明治維新」
かん りん まる

咸臨丸の航海長として日本人による初の太平洋航海を果たした笠
間藩士・小野友五郎の生誕200周年を記念し、講演会を開催します。
日

時／10月22日
（日）午後１時～2時30分
（90分）
（午後12時30分開場）

会

場／笠間稲荷神社

稲光閣（笠間１）

入場料／無料
事前申し込み／不要（定員200名）
なる み

ふう

講

師／鳴海

主

催／笠間市、笠間市教育委員会

協

力／小野友五郎を伝えていく会、笠間稲荷神社

風さん（歴史小説家）

＜講師プロフィール＞
1953年、新潟県生まれ。92年、
『円周率を計算した
男』で歴史文学賞を受賞。
小野友五郎を主人公にした長編小説『怒濤逆巻くも』や
『江戸の天才数学者』など著書多数。

【問い合わせ】生涯学習課（内線381）

循環モデル社会の構築を目指して
市では、循環モデル社会の構築を目指して、市内で発生する廃食油をNPO法人、行政、団体、民間が協
力して再生可能エネルギーとして活用する仕組みづくりによって、地球温暖化防止、CO₂削減を図る施策を
実施しています。
また、平成28年1月には、NPO法人茨城・エコ・カルチャーと市が「笠間市型循環モデル社会の構築を
目指した連携協定に関する覚書」を締結し、バイオ重油の売上金の一部が「循環型社会形成協力金」として
市に納入されており、市民活動支援事業（地域ポイント制度等）の財源として活用されています。
なお、市民の皆さまからお持ちいただいた廃食油につきましては、500㎖につき1ポイントを地域ポイン
トとして付与します。廃食油の回収にご協力をお願いします。
学校

事業
フロー図

ショッピングセンター

飲食店

家庭

廃食油の提供（買い取りまたはポイント付与）

回収

NPO法人

運搬

企業 バイオ重油の精製

廃食油買い取り

廃食油回収業者

NPO法人
売上金還元

バイオ重油の販売（協力金付き商品）
行政
指定管理者

はなさか
ボイラー：風呂

販売
民間

ゴルフ場等
ボイラー：風呂

【問い合わせ】市民活動課（内線132）
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笠間市
協力金の創出【1ℓ当たり1円】
市民活動事業の支援
地域ポイント制度還元
市民活動助成金等

木造住宅の耐震診断を支援します
市では、「震災に強いまちづくり」を推進するため「木造住宅耐震診断事業」を実施しています。この事業は、一定
の条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、専門的知識のある「木造住宅耐震診断士」を派遣して
耐震診断を行い、木造住宅の耐震性能の確認や耐震化の意識の啓発を図ることを目的としています。
診断概要

①県知事が認定した「茨城県木造住宅耐震診断士」を派遣します。
②建築物の耐震性を目視および建築時の図面により診断します。
※あくまで耐震補強の必要性の有無について判定することを目的としています。
対象住宅 ①市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（床面積の2分の1以上が居宅であるものに限る）
で、階数が2階以下かつ延べ床面積30㎡以上のもの。
②昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。
建築時において建築基準法に該当しなかった場合は除く。（注）建築年、建築概要が建築確認通知等で確認で
きること。

③在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。（注）丸太組工法（ログハウス）およびプレハブ工法などは対
象外。

※東日本大震災により被災した住宅で罹災証明書の判定区分で「半壊」以上の判定を受けた住宅は対象外。
対 象 者 上記の対象住宅の所有者で、市税の滞納をしていない方。
診断費用 個人負担 2,000円
募集締切 10月27日
（金）
募集戸数 10戸（定数を超えた場合には抽選となります）
受け付け場所 都市計画課
（本所）
午前8時30分～午後5時15分（土・日・祝日は除く）
申し込み方法 ご希望の方は都市計画課に申請してください。
※申し込み書は、市役所本所および各支所地域課に置いてあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
※悪質な業者による勧誘にご注意ください。市から訪問や電話により、耐震診断を勧めることはありません。

【申し込み・問い合わせ】都市計画課（内線588）

平成29年就業構造基本調査

実施中

市では、10月1日を基準日とした就業構造基本調査を実施しています。この調査は、統計法に基づき5年ごとに実施する
国の重要な統計調査であり、全国から抽出された52万世帯、15歳以上の者約108万人を対象に行っています。
本調査により、多様化する就業状況や産業構造の変化に伴う雇用流動化の実態や、育児・介護休暇の取得など就業に関
する詳しい状況が明らかになり、雇用政策や経済対策など各種行政施策を立案する基礎資料となりますので、ご協力をお
願いいたします。対象となった世帯には、統計調査員が調査票の記入等をお願いにお伺いしています。
○調査期間
○対象地区

8月下旬～10月下旬

笠間地区

笠間の一部、下市毛の一部、福田の一部、稲田の一部、
石井の一部

友部地区

平町の一部、大田町の一部、鯉淵の一部、旭町の一部、
湯崎の一部、八雲の一部、東平の一部

岩間地区

下郷の一部、市野谷の一部、安居の一部

○調査内容

15歳以上の方を対象に就業状況や就業に関する希望な
どについて調査します。
○問い合わせ 企画政策課 統計G（内線551、552）
※午前8時30分～午後5時15分（平日）

○ご安心ください！調査票の秘密は守られます！
調査票に記入していただいた内容について
は、統計を作るためだけに用いられ、その他
の目的に使用することは絶対にありません。
また、調査員や調査関係者が調査で知り得た
事項を他に漏らすことは法律で厳しく禁じら
れています。
○かたり調査にご注意ください！
統計調査員と偽り詐欺等を行う者に十分注
意してください。調査において金銭等の要求
や預貯金の口座番号等を聞くことは絶対にあ
りません。

平成29年
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高齢者を狙う悪質商法に注意！

市消費生活センターでは、高齢者を狙った悪質業者による消費者被害が依然として後を絶たないことから、9月

を
「高齢者の被害防止キャンペーン月間」として、県消費生活センターと連携して啓発活動を実施しています。

高齢者の消費生活相談件数は、依然として高水準！
市消費生活センターに寄せられる60歳以上の方の相談は、平成28年度は、相談全体の約半数を占めています。その
中でも、
訪問販売や電話勧誘販売にかかわるトラブルが上位を占めています。

悪質業者は高齢者を狙っています！

悪質商法の手口

悪質業者は、多くの高齢者が感じている「お金」
「健康」
「孤独」といった不安を言葉巧みにあおり、つけこんできます。
被害を防ぐには、
その手口を知っておくことが大切です。

①点検商法

② 次々販売

「無料で点検します」
と
訪問し、
「すぐ直さないと
危険だ」
などと不安をあ
おり、高額なリフォーム
工事の契約を勧めます。

掛け布団のほかに、
敷布団や
毛布は、必要ありませんか？

一人の消費者に業者が
布団や健康器具など、
次々に商品を勧め、過
剰な量を契約させよう
とします。

他にも
こんな手口が・
・・

③ ＳＦ（催眠）商法

④ 利殖商法

⑤ 送りつけ商法

せまい会場で、無料の景品を配布
するなど巧みに会場の雰囲気を
盛り上げてから、高額商品を契約
させます。

未公開株や社債などのもうけ話を
持ちかけ、実態のない取引により、
多額のお金をだまし取ろうとしま
す。

注文していないのに勝手に商品
が送られ、料金を請求されます。事
前に電話があり、注文したと強く
主張するケースもあります。

◎だまされてしまったことに気づきにくい

高齢者の
被害の
特徴

事業者から優しい言葉をかけられ、
信用して契約し、だまされていることに気づかないケースがあります。

◎プライドやあきらめから、被害を隠す

「だまされたことを認めたくない」
「だまされた自分が悪い」などと被害に遭ったことを恥ずかしく思い、
迷惑をかけたくないとの思いから、自らを責め、誰にも相談しないケースがあります。

困ったときは、一人で 悩 ま ず 、 ご 相 談 く だ さ い ！
【問い合わせ】市消費生活センター（地域交流センターともべ「トモア」内）
≪相 談 専 用 電 話≫TEL0296-77-1313
イ ヤヤ

≪消費者ホットライン≫188 ※お住いの近くにある消費生活センターにつながります。
受け付け時間：午前9時〜12時、午後1時〜4時（月〜土曜日）※日曜、第2・第4火曜は休館日
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笠間市役所は
「働き方改革」
を進めています
１．改革の趣旨や目的は？
市役所では、すべての職員が健康で生き生きと働き、成長し、ワークライフバランスを充実させ、その能力を最
大限に発揮することが、施策の質や行政サービスの向上につながると考えています。
具体的には、業務の効率化、時間外勤務の縮減、年次休暇取得の推進を図り、仕事と生活の両立・調和等を目指
すもので、市長を本部長とする「働き方改革推進本部」等を立ち上げ、管理監督者の意識改革や各職場における仕
事の進め方の抜本的見直し等、改革を進めています。

２．主な取り組み内容は？
取り組み名

内

容

業務の効率化

・会議運営の改善などタイムマネジメントへの取り組み
強化。

時間外勤務の削減

・毎週火・金曜日を「ノー残業デー」とし、毎日遅くと
も「20時完全退庁」を実施。
・部課長等の人事評価に働き方改革への取り組み成果等
を追加。
・プレミアムフライデー（月末金曜日）を推進。
・年次休暇を合わせた連続休暇の取得を推進。

休暇の取得促進
柔軟な働き方

・一時間早く出退勤する「朝型勤務」を6月から9月に
実施。

育児や介護をしやすい
職場環境の構築

・部課長等が職員に対し「ワークライフバランス宣言」
を実施。
・職員等の適正配置を推進。

際交流員

笠間市国

I A N's
V iew

この記事の詳細については
下記QRコードにアクセスし
てください

ュー
イアンズビ

Vol.
1

【問い合わせ】
秘書課（内線212）

皆さんとの交流が楽しみ！

Aloha!! こんにちは。ホリカワ・イアンと申します。8月から市の国際
交流員になりました。曾祖父が日本人であり、私は日系4世にあたります。
家族も日系ですが日本語が話せません。日本のテレビ番組などに興味を持
ち、大学で日本語を勉強しました。
これから国際交流のイベントや英会話教室などを企画し、市民の皆さん
とたくさん交流して、いつか日本とアメリカのかけ橋になりたいと思いま
す。また、保育所・幼稚園の子どもたちとの英語遊びを楽しみにしています。
アロハシャツを着て仕事をしていますので、見かけたときにはぜひ
「Aloha!」と声をかけてください。

これからどんなお仕事をするの？

ホ

リ

カ

ワ

HORIKAWA

国籍：アメリカ合衆国

イアン

IAN

（ハワイ州オアフ島ホノルル出身）

年齢：25歳
言語：英語・日本語
趣味：ボウリング、サーフィン
好きな食べ物：お寿司、ごはん
好きな笠間の風景：広大な田んぼ!!
配属先：市民活動課

◦公立の保育所・幼稚園・笠間キッズ館への
訪問（ゲームやダンス、簡単な英語を教え
たりして交流します）
◦国際交流イベントや英会話教室の企画
◦世界を学ぶ異文化理解出前講座の実施（世
界の文化を紹介する出前講座を実施します）
◦外国人旅行者に向けた観光ガイドパンフ
レット等の作成・翻訳
◦市公式ホームページやフェイスブックを通
じて諸外国へ笠間の魅力をＰＲ
◦公文書の翻訳・外国からの訪問客の通訳

新しく着任したＡＬＴ
（外国語指導助手）4名と
市内観光に行ってきました
（写真は春風萬里荘）

【問い合わせ】市民活動課（内線133）
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マイナンバーカードを取得しよう！
〜マイナンバーカードでできること〜

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きが
ワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。
スマホやパソコンから、ぜひご活用ください。

「あなたの情報」

「お知らせ機能」

「やりとり履歴」

「ぴったりサービス」
「もっとつながる」

子育てのサービス

【問い合わせ】行政経営課（内線591）
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「全国こども陶芸展inかさま」で特別賞を受賞
子どもたちに、伝統文化である陶芸を通し、自由な創造力を発揮
する場を提供することを目的に毎年開催している「全国こども陶芸
展inかさま」が今年で17回を迎え、7月28日（金）に県陶芸美術館
で表彰式が行われました。今回は全国から1,684点の応募があり、
市内から8名の児童・生徒が特別賞を受賞しました。
A部門（小学1～3年生）

ふく の

ゆ たか

【県教育長賞】

福野

裕悠さん（笠間小3年）

【県立笠間陶芸大学校学校長賞】

小澤

あゆさん（北川根小2年）

B部門（小学4～6年生）

こ ざわ

くに や

【笠間市長賞】

國谷

【県立笠間陶芸大学校学校長賞】

池田

【笠間日動美術館館長賞】

小島

C部門（中学生）

いけ だ

み

き

光希さん（友部小6年）

りゅう び

立陽さん（友部小6年）

こ じま

ひろ と

や なか

あお い

【笠間市長賞】

谷中

【笠間市教育長賞】

久保

【笠間焼伝統工芸士会長賞】

助川

く

ぼ

すけがわ

大翔さん（友部第二小5年）

前列（左から）國谷さん、福野さん、小澤さん
後列（左から）助川さん、久保さん、小島さん

葵泉さん（笠間中3年）
み

う

美羽さん（笠間中2年）

はや と

颯都さん（友部第二中1年）

友部リトルリーグが
東日本野球選手権大会で準優勝
8月5日（土）・6日（日）、牛久市牛久運動公園野球場で開か
れた第12回東日本リトルリーグ野球選手権大会で、友部リ
トルリーグ（2年振り2回目の出場）が準優勝に輝きました。
大会には、東日本地区7連盟（北海道・東北・信越・北関
東・東関東・東京・神奈川の各連盟）の各地区予選を勝ち抜
いた代表8リーグが出場。1回戦は北海道代表・札幌白石リ
準優勝に輝いた友部リトルリーグの皆さん

トルリーグ、準決勝は北関東代表・大宮リトルリーグに勝利

しましたが、決勝戦で東京代表・八王子リトルリーグに惜しくも敗れました。これからもチーム一丸となって全国
大会出場を目指し、練習に励むとのことです。

月

30

日（日） 柿橋グラウンド

住吉子供会
大原連合
柿橋子供会

飛龍・宍戸小学校連合
湯崎・長兎路子供会
大空子供会
平成29年
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第5回笠間市
小学生ソフトボール大会結果

Ａブロック
優 勝
準優勝
敢闘賞
Ｂブロック
優 勝
準優勝
敢闘賞

23

日（日） 神栖市多目的広場

大田町二ソフトボール

第 回県ソフトボール協会
加盟団体対抗親善
男子ソフトボール大会結果

7

月

Ｄブロック
優 勝

大田町二ソフトボールチームの皆さん

39
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広報かさま9月号（vol.138）

12

まち の 話題
全国一斉介護予防・健康増進キャンペーン
地域交流センターともべ「トモア」で7月9日（日）、茨城県理学療法
士会主催の全国一斉介護予防・健康増進キャンペーンが開かれ、73名が
参加しました。
「茨城県の宝を日本の宝へ！シルバーリハビリ体操」というテーマで、
地域におけるリハビリ職の方の取り組みや活動に関する講話や、市シル
バーリハビリ体操指導士による体操実演があり、参加者も一緒に体験しま
した。その他、県理学療法士会によるリハビリ相談会も行いました。
今後、関係機関と協力して、住民主体の介護予防普及を進めていく予定
嚥下強化のための発声練習

です。

廃食油を新たな資源に再利用
NPO法人茨城・エコ・カルチャーから7月26日（水）、廃食油を再
利用してつくるボイラー用燃料の販売に伴う協力金が市に贈呈され
ました。
市ではNPO法人、行政、農業協同組合、民間企業、大学等が連
携して廃食油の回収とリサイクルシステムの仕組みづくりを行い、
使い終わった天ぷら油などをボイラー用燃料へとリサイクルしてい
ます。廃食油を再生可能エネルギーとして利用することは、環境整
市長に目録を手渡す茨城・エコ・カルチャーの小林さん（左）

備の一翼を担うことにつながります。

県宅建協会と空家バンク登録物件の
媒介に関する協定締結
市では空家バンク制度を本年3月に策定した「空家等対
策計画」に基づく施策と位置づけ、空家の円滑な取り引き
を推進するため、7月28日（金）、公益社団法人茨城県宅地
建物取引業協会と「空家バンク登録物件の媒介に関する協
定書」を締結しました。
平成28年度に市内全域の空家を調査した結果、戸建の

空家バンク登録物件の媒介に関する協定書調印式

空家が1,000戸以上あることが分かり、今後も空家バンク登録物件の増加が予想されます。同協定の締結により、
県宅建協会と連携しながら空家の利活用の促進および移住・定住者への増加へとつなげていきます。

姉妹都市のボーイスカウトと交歓キャンプ
7月22日（土）から24日（月）の3日間、岩間体験学習館で、
ボーイスカウト笠間第一団の隊員55名が、姉妹都市である
兵庫県赤穂市のボーイスカウト赤穂第一団の隊員35名と交
歓キャンプを行いました。
交歓キャンプは昭和43年から始まり、今回で21回目を迎
えました。開村式では、毎回キャンプの時に交換している
「友情の像」の引き渡しを行い、23日（日）には、笠間市ゆ
かりの武道である合気道を体験するとともに、合気神社を参
拝しました。このほか自作したペットボトルロケットを飛ば
交歓キャンプを行った隊員の皆さん

したり、食事を一緒につくるなど、楽しい時間を通して交流
を深めました。
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秋の
味覚

栗の季節がやってきます！

茹で栗・栗ご飯をはじめ、和菓子・洋菓子などさまざまな用途で使用されている「栗」。
笠間市は温暖な気候と肥沃な大地に恵まれ、日本一と名高い栗が生産されています。とっ
ても美味しい秋の味 栗 の季節が今年もやってきます！

第11回 かさま新栗まつり
「笠間の栗」を広くPRするため、栗をテーマにした第11回「かさま新栗まつり」を開催します。
栗菓子、生栗などの販売や、栗を使ったゲーム、オリジナルスイーツ作り体験教室、小学生からアイデアを募る『か
さまの「栗」アイデアレシピコンテスト』
などがあり、家族連れでも楽しめます。
また、今回は「笠間の栗のモンブラン」と題し、各店舗の特色を詰め込んだモンブランが集まるコーナーや「特別企画
和洋菓子職人が巨大モンブランづくりに挑戦！」などのイベントも企画しています。旬の栗をぜひ、ご賞味ください。
○日
時 9月30日（土）・10月1日（日） 午前9時〜午後4時
○場
所 市民センターいわま（市役所岩間支所 下郷5140）
○駐 車 場 岩間中学校400台、岩間第一幼稚園120台、岩間B&G海洋センター（押辺2259-1）300台。

※B&G海洋センターのみバスでの送迎となります。

○アクセス

JR岩間駅東口より無料ワゴン車で10分・岩間B&G海洋センターより無料シャトルバスで15分

【問合せ】笠間の栗を考える会（事務局：農政課内 内線528）

No.

笠間市地域おこし協力隊 活動報告

49

9月1日から、笠間市地域おこし協力隊として新たに2名の隊員が任命されました。昨年度から活動中
の3名とともに、地域の活性化につながるさまざまな活動に取り組んでいきます。
かわまた

多くの皆さんに魅力を発信
活動分野
プロフィール

意気込み

移住交流促進

河又
前住所

神奈川県小田原市

高校卒業まで茨城に住んでいたので、笠間市のことは知っていました。地域
おこし協力隊の募集を見つけ、あらためて笠間のことを調べていくうちに、た
くさんの魅力あるこのまちに住みたい！と思うようになり、協力隊に応募しま
した。美味しい食材が豊富な笠間での暮らしがとても楽しみです。
これまで、服飾、建築、デザイン、料理、日本茶とさまざまな分野に関わる
機会がありました。その視点を生かし笠間の魅力を再発見、発信していきたい
と思います。まずは自分のことを知ってもらい、皆さんを知ることから始めて
いきます。何気ないお話の中に色々なヒントがあるかと思いますので、ぜひお
茶でもしながらお聞かせいただきたいです。
く

地域に笑顔あふれる活動を
活動分野
プロフィール

意気込み

けい た

恵太（28歳）

都市農村交流

ぼ

久保
前住所

あおい

葵（28歳）

東京都世田谷区

前職はブライダル業界、その後生花店でフローリストとして働いていました。出身は
岩手県ですが、学生時代にグリーンツーリズムを学んでいたこともあり、ご縁があって
笠間市で活動させていただくことになりました。豊かな自然や食、アートや文化など、
たくさんの魅力的な資源を有するこのまちで活動できることがとても楽しみです！
地域活動はそこに住む人あってのものだと思っていますので、まずはたくさ
んの方とお話をして笠間市のことをもっと知りたいです。都市農村交流を通じ
て、笠間市の魅力を内外に伝え、持続可能な人と人との交流活動ができればと
思っています。笑顔を忘れず活動していきたいと思いますので、どうぞよろし
くお願いいたします！

地域おこし
協力隊とは

地域おこし協力隊とは、総務省が平成21年度から取り組んでいる制度で、都市部の意欲ある人材が
地方へ移住（最長3年）し、地域力の維持・強化を目的とした支援活動を行うものです。
ブログやフェイスブックも
ご覧ください

ブログ▶ http://ameblo.jp/kasamart-wa/
Facebook ▶ https://www.facebook.com/Kasamartowa

【問い合わせ】まちづくり推進課（内線 538）

平成29年
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笠間市健康づくり計画を策定
市健康づくり計画
（後期）
は、市民の健康づくりの指針となることを目
指して、平成 年 月に策定されました。市民の皆さまが健康づくり
活動に参加、実践することで、
「みんな元気に健康かさま」が実現する
よう、テーマに沿ってご紹介させていただきます。

母子保健 計 画 の 目 指 す 姿
～すべての妊産婦が、すべての親
と子が、健やかに生活できる地域
を目指します～
母子保健は、すべての子どもの
健やかな発育とよりよい生活習慣
の形成につながる生涯を通じた健
康づくりの出発点であり、次世代
を担う子どもたちを健やかに育て
るための基盤です。
妊産婦や子どもの健やかな成長
を見守り、心にゆとりを持って子
育てできるように、子育て世代を
応援する地域づくりを進めていき
ましょう。

施策の方向と市民の取り組み

⑵乳幼児の心と体の発育促進と育
児不安の軽減のための体制強化
子どもの健やかな発育・発達を
促すために、規則正しい生活習慣
を心がけ、誰もが子育てを楽しい
と感じられるよう、支え合う心を
大切にしながら健やかな子どもの
成長を見守っていきましょう。
⑶学童期と思春期から成人期に向
けた保健対策
家庭や地域の中で子どもの心と
体の成長を見守り、いのちの大切
さを一緒に考え、伝えていきま
しょう。
喫煙や飲酒について、子どもた
ちへ影響を及ぼさないようにしま
しょう。
⑷子どもの健やかな成長を見守り
育む地域づくり
家庭や地域で子育てについて話
し合い、子育て中の家族を見守
り、応援していきましょう。

笠間の歴史探訪

しょく

しゅう

の第一人者そして仙台藩医で、江戸京橋
し らんどう
おおつきげんたく
にて学塾芝蘭堂を主宰した大槻玄沢の下
で約三年半ほど学び、玄沢からも将来を
ぼう
嘱望されました。
けっ け そ あん
一方、奥医師の一人結解素庵は医学塾
ほう めい かん
鳳鳴館を開設し、各地の若者を受け入
れました。素庵は宗仙や大槻玄沢・紀州
はな おか せい
の華岡青洲に学び、医業と塾生指導に生
涯を捧げました。文政十三年、青洲より
く し
学んだ医術を駆使し、素庵は全身麻酔に
よる外科手術を成功させました。今回、
び じ けんぶん き
その記録（「鼻痔見聞記」）が初めて公開さ
れます。このような先人たちの努力の跡
と、その偉業を会場でご覧ください。
（市史研究員 矢口 圭二）

本年は笠間藩校時習館が創立二〇〇周年になることを記念して、特別展を開催し
ます。今月は第二回目の連載となります。

将来を見通し人材を育成

笠間藩の医学

しゅつ

特別展の開催情報

もののふ

笠間藩校創設二〇〇周年記念特別展

5 24

安心して子どもを産み、子ども
がより健やかに育つために、“子
育て世代包括支援センターみら
い”が中心となり、地域での連携
のもと、切れ目ない支援体制での
取り組みを推進します。

12

⑴安心して妊娠・出産できるため
の支援体制の強化
妊娠・出産を迎える前に、ライ
フプランを考えたり、妊娠中の心
と体の変化を理解したりするな
ど、正しい知識を選び行動する力
を養い、適切な健康管理を行いま
しょう。
家庭・職場・地域おいては、妊
産婦が安心して妊娠・出産・子育
てできる環境づくりをしていきま
しょう。

今回公開される「鼻痔見聞記」の1ページ
（鈴木裕家所蔵）

「時習館」～若き武士たちの学び舎～
会場：笠間公民館
期間： 月 日～ 月 日
時間：午前 時〜午後 時

15 平成29年 広報かさま9月号（vol.138）
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今回は、牧野氏が治めた笠間藩の医学
について紹介します。笠間藩は水戸藩に
先んじて藩校を創設、その後、医学館・
講武館を設けるなど、人材育成を積極的
に取り組んだことが今回の企画展準備と
調査の中で明らかになりました。
江戸時代後半の宝暦・天明年間
（ 一 七 五 一 ～ 八 八 ）、 笠 間 藩 領 を 含 む 北
関東農村の荒廃は深刻な状態に陥りまし
た。藩の財政を年貢収入に依存する笠間
藩は重大な危機に立たされました。寛政
四年（一七九二）藩主に就任した三代藩主
さだはる
さだ もと
牧野貞喜、そして四代貞幹の二代にわた
る藩政改革は、近視眼的な小手先の改革
でなく、藩の将来を見通して人材育成を
重視しました。貞喜は窮乏する藩財政か
ねん
ら資金を捻出して藩校時習館を創設、貞
幹はさらにその内容の充実と発展を図り
ました。医学部門より、その施策と先人
たちの奮闘の大筋を辿ってみます。
笠間藩は不足する医者を確保するた
め、江戸へ遊学する若者を援助し、医学
修業を終えた人物を藩医に重用しまし
た 。 文 政 七 年（ 一 八 二 四 ）、 貞 幹 は 長 谷
そう せん
そう えき
ほん どう
川 宗 仙（ 宗 遷 ） を 外 科 ・ 中 林 宗 益 を 本 道
か
科（ 内 科 ） の 医 術 稽 古 世 話 役 に 任 命 し 、
現在の桂町・笠間日動美術館の建つ宗仙
はくさいかん
の屋敷内に博采館（医学館）を創設しまし
た。宗仙は博采館の医学教育を軌道に乗
せました。若い時、宗仙は、当時先端医
学とされたオランダ語を介した西洋医学

9 23

3

「笠間市健康づくり計画」の計画書（本編）は、市のホームページで
ご覧 い た だ け ま す 。

11

29

恒夫
石塚
笠間市立病院

市立病院の医療コラム

健康ホットライン

英単語3語以内で話す日米友達会話です。学校で習った表現にプラスして使うとコミュニケーションに親密さが
生まれ、自然な会話で外国人と仲良くなれます。さあ、世界に友達を作って交流を始めましょう。
アメリカ英語

カタカナ表記アメリカ英語

About when?
About what time?
It’
s too early!

アバウト
イッツ

It’
s too late!

アー

Maybe later.
Anytime is free.

◦
月の国際交流情報◦

10

日本語

Itsu-goro?

いつごろ？

ホワッタイム？

Nanji-goro?

何時ごろ？

アーリー！

Haya-sugiru-yo!

早すぎるよ！

レイト！

Oso-sugiru-yo!

遅すぎるよ！

トゥ

イッツ

Are you ready?
Not next time.

ローマ字表記

ホェン？

アバウト

トゥ
ユー

メイビー
ノット

レディー？
レイター.

ネクスト

エニータイム

イズ

タイム.
フリー.

Yoi-dekite-ru?

用意できてる？

Sonouchi-ni-ne.

そのうちにね。

Kondo-ja naiyo.

今度じゃないよ。

Itsu-demo ii-yo.

いつでもいいよ。

ホームタウンガイド&世界の料理教室テーブルマナー研修会
日 時：10月7日
（土）正午～2時
定 員：16名
会 場：ロシア料理レストラン キエフ
会 費：2,000円
ロシア料理のコース 前菜・スープ（ボルシチ）
・ロシアパン・メインディッ
シュ（ヒレ肉料理）・ルシアンコーヒー＆ルシアンティーの伝統料理をいただ
きながら、ロシアの食文化の歴史を学びます。
ロシアの伝統料理の食事会（午後12時～1時）。ロシアの食文化とテーブルマ
ナーの研修会（午後1時～2時）になります。

10月の日本語教室開講日ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7日（土）、14日（土）
（友部公民館：午前10時～）
外国人相談も受け付けています。

インターナショナルパーティー サルサダンス

【問い合わせ】一般社団法人 市国際交流協会

TEL090-2761-8711（木村美枝子）

もらいたいと思います。

しています。
職員は市の財産であり、自分
の持つ能力を最大限に発揮して

市役所には、毎年 名前後の
職員が入庁してきます。
経歴は新卒、社会人、技術者
等とさまざまで、成績優秀、人
格高潔であり、 年目から積極
的に仕事に取り組んでもらって
います。
その姿勢は若さの賜物、エネ
ルギーの塊で、日々成長する姿
を見ていて、私も期待と評価を

決していってほしいです。
また、何事も前向きな気持ち
を持って、正面から取り組む職

な問題が生じたときに乗り越え
ていけるかとの心配もあります
が、上司や同僚等に相談し、解

そのために市では、 年次、
年次、 年次それぞれのスキ
ルに見合った研修を行い、レベ
ルアップを図っています。さら
に働き方改革を実行し、多様な
工夫によって職場環境の改善を
進めています。
一方で、仕事の中で難題にぶ
つかったり、説明責任を求めら
れたり、人間関係等、さまざま

1

20

職員の成長に期待

市長コラム

平成29年度新規採用職員

員でいてもらいたいと願ってい
ます。

未来を担う職員の成長が、笠
間市の成長へとつながっていき

ます。

市民の皆さまからも、叱咤激
励をお願いします。

2
3

1
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情報カレンダー
日付

行

事

日付

第11回かさま新栗まつり
（9月30日から）9:00～16:00
１ 日 市民センターいわま（農政課 内線528）
街コスinかさま 11:00～16:00
笠間稲荷神社周辺（商工観光課 内線517）
いこいの家はなさか 休館日
２ 月 （いこいの家 はなさか ℡0296-77-5110）
特設無料人権相談 10:00～15:00
３ 火 市民センターいわま
(水戸地方法務局 ℡029-227-9919)

４水
５木
第6回笠間浪漫（9日まで） 9:00～17:00
笠間芸術の森公園イベント広場
６ 金 ※7日は夜の部あり 17:00〜21:00
（
（一社）笠間観光協会 ℡0296-72-9222）
第12回笠間いなり寿司コンテスト 11:00～
笠間芸術の森公園イベント広場
（笠間浪漫会場内）
７ 土 （商工観光課 内線510）
笠間市戦没者追悼式 10:00〜
笠間公民館大ホール（社会福祉課 内線157）
天狗の郷バザールdeいわま 9:00～15:00
岩間駅南広場（根本 ℡090-3009-7883）
８ 日 普通救命講習会 9:00～12:00 消防本部3階
(笠間市消防本部 ℡0296-73-0119)

９月
10 火

体育の日

16 月

行

事

いこいの家はなさか 休館日

17 火
18 水

行政書士無料相談会 13:00～16:00
笠間市役所本所1階ロビー(秘書課 内線226)

19 木
20 金
第110回笠間の菊まつり（11月26日まで）
笠間稲荷神社ほか
菊人形展 8:30～16:30（入場16:00まで）
21 土 （商工観光課 内線517）
ふるさとまつりinかさま（22日まで） 9:00〜16:00
友部公民館
（笠間市商工会友部事務所 ℡0296-77-0532）
友部駅前フリーマーケット 9:00〜13:00
（地域交流センターともべ「トモア」
℡0296-71-6637）
22 日 小野友五郎 生誕200周年記念講演会
笠間稲荷神社稲光閣 13:00〜14:30（開場12:30）
（生涯学習課 内線381）

23 月

いこいの家はなさか 休館日

24 火
25 水

いこいの家はなさか 休館日

10月

特設行政相談 13:00～15:00
笠間ショッピングセンターポレポレ
(秘書課 内線226)

26 木

11 水

27 金

12 木
笠間市就職面接会 13:00〜15:00
13 金 地域交流センターともべ「トモア」
（商工観光課 内線511）
かさま市民運動会 8:45～15:30（予備日 15日）
14 土 笠間市総合公園芝生スポーツ広場
（スポーツ振興課 内線392）
カサマルシェ 9:00〜12:00
15 日 （地域交流センターともべ「トモア」
℡0296-71-6637）

かさま文化財公開（市内6カ所、29日まで）
10:00～15:00（生涯学習課 内線381）
28 土 第9回月見の会 18:00～20:00
笠間つつじ公園（福田 ℡080-1987-1146）
休日納税相談窓口【市役所本所】
29 日 8:30～12:00（収税課 内線118）

30 月

いこいの家はなさか 休館日

31 火

※笠間子育て支援センター『みつばち』は、毎週月～金曜日に開設します（かさまこども園内9:30～16:00）
。祝日は休み。
※岩間子育て支援センター『くりのこ』は、毎週月・水・木・金曜日に開設します（市民センターいわま内10:00～16:00）。
祝日は休み。
※友部子育て支援センター『かんがるー』は、毎週月～金曜日に開設します（笠間市児童館内9:00～16:00）
。
※各保健センターで実施する、健診などは、年間予定表をご覧ください。

◎窓口延長サービス
曜日

場所

時間

日曜日 市役所本所
火曜日

岩間支所

8:30～12:00

窓口延長課
市民課
収税課
（月末のみ）

17:15～19:30 市民窓口課

市民課、
保険年金課
水曜日 市役所本所 17:15～19:30
税務課、
収税課
木曜日

笠間支所

17:15～19:30 市民窓口課

※上記以外の課の窓口延長業務は行っていません。
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10月の休日救急診療当番（9:00～17:00）
日付

曜日

病院名

電話番号

毎週

日

笠間市立病院

0296-77-0034

9日

月

にしぼり整形外科

0299-37-6026

※平日夜間19:00～21:00（土曜日・祝日・年末年始を除く）は笠
間市立病院で初期救急診療を行っています。
※当番医は変更になる場合がありますので、確認の上、診療を受け
てください。

こうみんかん

笠間公民館
友部公民館
岩間公民館

〒309-1613 笠間市石井2068番地１

TEL0296-72-2100

FAX0296-72-2103

〒309-1737 笠間市中央三丁目3番6号

TEL0296-77-7533

FAX0296-78-3278

〒319-0294 笠間市下郷5140番地

TEL0299-45-2080

FAX0299-45-7612

第9回「公民館まつり＆市民芸能発表会」を開催します
各地域の特色を生かした市民参加型の公民館まつりを開催します。日ごろの学習成果をぜひご覧ください。なお、
作品の出品もあわせて募集。皆さまのご参加・ご来館をお待ちしています。
岩間公民館 10月20日
（金）～22日
（日）
友部公民館 11月02日
（木）～05日
（日）
笠間公民館 11月17日
（金）～19日（日）
作品の募集
出品規定 ①資
格…公民館定期利用団体・笠間市在住者・在学・勤務者
②部
門…絵画・文学・書・写真・手芸品・工芸・彫刻・生け花・その他
③出品点数…一部門につき一人一点の自作品または共同作品一点とし、二部門までの出
品。作品は期間中展示できるものに限ります。
市民芸能発表会
日 時：11月19日
（日）
会 場：笠間公民館大ホール （石井2068-1）
時 間：午前10時開演予定
対 象：市内団体・個人
参加費：無料
定 員 30〜35組程度（先着順）
申し込み・問い合わせ
詳細については、最寄りの公民館に確認のうえ、直接お申し込みください。
月曜日は休館です。
開

催

日

睡眠市民公開講座のお知らせ ～心地よい眠りのためのヒント ぐっすり朝まで快眠術～
人が生きていくために、毎日の「睡眠」は欠かすことができません。良質な睡眠を正しくとることで、心身とも
に健康で快適な生活を送ることができます。この機会に、「睡眠」の重要性を学んでみませんか？
中島 俊 氏 帝京大学文学部心理学科助教・博士・臨床心理士（医学）※常総市出身
内 容
・睡眠のしくみ
・睡眠不足による影響
・快眠方法等
場 所
笠間公民館 大会議室
日 時
10月21日（土） 午後1時30分～3時
主 催
笠間公民館
参加費
無料
申し込み方法
最寄りの公民館へ
問い合わせ
笠間公民館 TEL0296-72-2100
講

師
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としょかん

書籍
CD
DVD

☆ 子ども読書活動推進事業

笠間図書館 ☎ 0296-72-5046
友部図書館 ☎ 0296-78-1200
岩間図書館 ☎ 0299-45-2082

〈Twitter アカウント〉

@kasama_klib
@tomobe_klib
@iwama_klib

子ども読書フェスティバル

☆

市立図書館では、秋の読書週間に合わせて、「子ども読書フェスティバル」を開催します。それぞれの図書館で活動して
いるボランティア団体の皆さんが中心となり、楽しい企画を用意してお待ちしています。
大人の皆さんも、子どもたちと一緒に本の世界を楽しみましょう！
開催日時

実施場所

内

容

10月15日（日）
午前10時～12時30分

友部図書館
2階 視聴覚室

絵本の読み聞かせの他、市民の皆さんから応募いただいた、読書感想
文、読書感想画、創作絵本、布絵お話しづくりなど、作品の展示と優
秀作品の表彰式を開催します。なお、応募いただいた作品は、9月26日
（火）
～10月15日（日）まで、友部図書館のギャラリーで展示します。

11月19日（日）
午後2時～3時30分

笠間図書館
2階 ホール

ボランティアの皆さんによる、おはなしや絵本の読み聞かせなどの楽し
い企画で開催します。

11月23日（木・祝）
午後2時～3時30分

市民センターいわま
2階 会議室

絵本の読み聞かせや、絵巻物語、小学生の「読み聞かせ隊」による大型
紙芝居など、子どもから大人まで一緒に楽しめる企画がいっぱいです！

昨年の読書
の
フェスティバル
様子

笠間図書館

友部図書館

各館の行事予定 10月

（笠間と友部は変更なし）
※新栗まつりのため、
岩間図書館の休・開館日が変更となります。
◆休館日 9月30日（土）、10月 1日（日） ◆開館日 10月 2日（月）

笠間図書館

友部図書館

◆おはなし会
（0～3歳向け 午前11時～11時20分）

◆おはなし会
（0歳～3歳向け

10月06日（金）
『ぐるぐるジュース』ほか

10月05日（木）
『おはなつんつん』ほか

10月20日（金）
『いもほりバス』ほか

10月19日（木）
『おやすみでんしゃ』ほか

◆おはなし会
（4歳～小学生向け

◆おはなし会
(4歳～小学生向け

午後2時～）

10月01日（日）
『おいもさんがね…』ほか
10月08日
（日）
『ぼくんちカレーライス』
ほか〈ハッピー〉

〈箱田エプロン・ママーズ〉
10月22日（日）
『いもさいばん』ほか

◆名作映画会（午後2時～）
10月22日（日）
『アイ・ラヴ・ユー』
（111分）
◆ ギャラリー
◇09月26日（火）～ 10月15日（日）
「子ども読書フェスティバル作品展示」

〈アイ アイ〉
◆上映会（午後2時～）
10月21日
（土）
『七つの会議』
（116分）

子ども読書フェスティバル実行委員会
◇10月17日（火）～ 10月29日（日）

◆ギャラリー
9月29日
（金）
～ 10月25日（水）
「和紙

午前11時～)

〈すみれの WA〉

10月15日（日）
『ざぼんじいさんのかきのき』ほか

午前11時～）

10月01日（日）来てのおたのしみ！

〈はあと to はあと〉

ちぎり絵」展
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岩間図書館

「水墨画展示」常陽水墨会

岩間図書館
◆おはなし会
（0歳～3歳向け 午前11時30分～正午）
10月06日（金）
『たべたのだあれ』ほか
場所:岩間子育て支援センター
くりのこ
◆おはなし会（4歳～小学生向け）
◇日曜おはなし会
（午後2時～2時30分）
10月08日（日）
『おおきなかぼちゃ』ほか
◇おはなしのとびら
（午後2時～2時30分）
10月14日（土）
『みどりさんのパンやさん』ほか
〈めだかクラブ〉
10月28日（土）来てのおたのしみ !
〈めだかクラブ〉

笠間市農業公社
◎笠間で広まる農家×料理人コミュ
ニティvol.05
「農家」と「農産物」にスポット
を当て、料理人自らが農家に足を運
び、取材・食材を厳選します。農産
物の美味しさを最大限に引き出した
プロの味を楽しんでいただきます。
日時▶10月10日（火）午後6時30
分～午後9時 ※受付午後6時
会場▶栗の家（土師1285）
料理人▶緒方 稔シェフ 仙台市
内にあるnacree（ナクレ）オー
ナーシェフ。ミシュランガイド
1つ星獲得。
内容▶○笠間産の食材を使ったフ
ランス料理のフルコース
○使用した農産物を野菜ボック
スとして予約販売（別売り）
人数▶25名（先着順）
料金▶15,000円（税込み）

申し込み方法▶電話、ファックス
またはメール
問 一般財団法人笠間市農業公社
TEL 0296-73-6439
FAX 0296-73-6438
メールinfo@kasama-agri.jp

トモア
◎エリートキッズ・スクール生募集
すべてのスポーツにつながる基礎
トレーニングを、トップアスリート
コーチから楽しく学びませんか？
日時▶月4回・毎週土曜日①未就
学 児:午 前10時 ～10時45分 ②
小学生:午前11時～11時50分
場所▶地域交流センターともべ
「トモア」健康ルーム
講師▶田島孝彦コーチ
（T's-Condition代表）
対象▶①未就学児 ②小学生
定員▶①②ともそれぞれ15名

参加費▶①②ともに8,000円
（税別）／月4回
申し込み方法▶電話またはメール
備考▶途中入会もＯＫ・体験レッ
スン1回1,500円
申 ・ 問 地域交流センターともべ「ト
モア」 TEL（0296)71-6637

笠間の家
◎陶芸大学校研究科生による個展
研究科生が想いをカタチにし、土
と焼成を素材に持つ陶芸と向き合い
製作しました。
日時▶①市川佳依 9月26日（火）
～10月1日（日）
②藍澤理恵 10月3日（火）～
10月9日（月）
③川井雄仁 10月11日（水）～
10月15日（日）
場所▶笠間の家（下市毛79-9）
問 笠間の家 TEL0296-73-5521

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 7月20日）
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）
】
環境保全事業団より、維持管理状況の報告を受けた。
◦ごみの受入投入方法については、展開検査ヤードで受入検査を実施後、クレーン方式によりごみを均一に混合し、
処理能力（72.5t/ 日×2炉）以上のごみを投入しない。（日平均91.5t）
◦炉の運転方法については、助燃バーナーを使用し、一酸化炭素濃度が100万分の100以下となるようにごみを焼
却している。
（維持管理目標値30ppm 以下で設定。結果 :1号炉7ppm、2号炉8ppm）
◦ダイオキシンの発生防止については、燃焼室中の燃焼ガスを摂氏800度以上に保ち、集塵器に流入する燃焼ガス
を水噴霧により摂氏175度以下に冷却している。また、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は、
維持管理目標値である0.1ng-TEQ/N㎥以下となるように二次燃焼室において完全燃焼している。
（結果 :1号炉
0.023ng-TEQ/N㎥、2号炉 0.037ng-TEQ/N㎥）
◦ばいじん中に含まれるダイオキシン類濃度は、年1回以上測定し0.0019ng-TEQ/g となっている。
◦消火設備、粉じん飛散防止、害虫発生抑制、騒音・振動・悪臭・水質など生活環境に支障が生じないよう整備ま
たは実施している。
【委員質疑】
◦委員より、ダイオキシンの発生防止、火災時の対策、施設の能力を維
持するメンテナンス状況等の質疑があった。
【現地監視】
溶融処理施設内
◦中央制御室での管理状況について監視した。
【次回の監視活動】 廃棄物の受け入れについて実施。

国産品なら

畳工房

ニタイラ

畳表替え ………3,900円〜
襖張替え ………2,800円〜
障子張替え（大）… 1,780円
アミ戸張替え（大）… 2,100円

◎オーダーカーテンもやってます

笠間市小原1216

他社と比べて下さい

見積もり無料

夜風の気持ち良い
季節になりましたね。
アミ戸張替え
（大）

2,100円→ 1,900円
（9月末まで）

TEL.0296-77-7845

中央制御室での管理状況について監視

9月の納税等 納期限：10月2日（月）
・国民健康保険税
（4期分）
・後期高齢者医療保険料 （3期分）
※納税には、簡単で便利な口座振替をご利用ください。
納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税をお
願いします。
口座振替で納付の方は預金残高の確認をお願いします。
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情報コーナー
案

内

笠間市
◎いばらき都市緑化フェスティバル
10月は「都市緑化月間」
。都市緑
化の大切さを感じていただけます。
日時▶10月22日（日）
（雨天中止）
午前10時～午後3時
場所▶笠間芸術の森公園 イベン
ト広場
内容▶インテリアグリーン（ミニ
観葉植物）作成教室、ガーデニ
ング教室、球根つかみどり、木
工教室、ヤマブキ苗無料配布、
緑化相談、子ども工作教室、砂
鉄絵作成、パネル展示（防災施
設の紹介）、耐震貯水槽作動実
演、農産物直売など。この他に
大道芸人によるショータイムを
計画中！ ＊内容が変更となる
場合もあります。
問 管理課（内線575）
◎かさま環境フェア2017
市の豊かな自然環境を未来へつな
いでいくため、フェアを開催しま
す。工作やクイズなど家族みんなで
楽しめるイベントです。
日時▶10月14日（土）午前9時～
午後3時半まで
※予備日は10月15日（日）
場所▶市総合公園管理棟前広場
（箱田867－1）
内容▶環境に関する表彰・体験・
展示など
※この事業は全国モーターボート
競走施行者協議会からの拠出金
を受けて実施するものです。
問 かさま環境フェア実行委員会事

務局（環境保全課内

内線125）

◎市就職面接会参加者募集
日時▶10月13日（金）
午後1時～3時（受付午後12時
30分～）

申 …申し込み

問 …問い合わせ

場所▶地域交流センターともべ
「トモア」
内容▶ハローワーク笠間に求人登
録している市内事業所20社程
度が集まり、企業ブースで相対
方式により面接選考を実施。参
加費無料。履歴書を持参。
対象▶平成30年3月卒業予定の県
内高校生。平成30年3月卒業予
定の大学、短大、専門学生（卒
業後おおむね３年以内の既卒者
を含む）
申し込み▶高校卒業予定者は9月
25日（月）まで。大学卒業予定
者等については市ホームページ
にある申込書またはいばらき電
子申請届出サービスで当日まで
申し込み可能。
問 商工観光課（内線511）
◎特設行政相談所を開設
10月16日（月）から22日（日）の
行政相談週間にあわせ、市では「特
設行政相談所」を開設します。毎日
の暮らしの中で困っていること、望
んでいることなどはありませんか？
総務大臣から委嘱された民間の有識
者が、国や県、市などが行っている
仕事に対する意見・要望などを住民
から受け、助言や問題解決の促進を
図っています。相談無料、秘密は厳
守されます。
《特設行政相談所》
日時▶10月25日（水）午後1時～
3時
場所▶笠間ショッピングセンター
ポレポレシティ1階セントラル
コート
《行政相談委員》
磯靖子（稲田）、柴田良子（大田町）、
茂呂裕（下郷）
※予約申し込みは不要。また、次の
日程でも実施しますので、ご利用く
ださい。
友部公民館：11月22日・1月24日・
3月28日いずれも（水）

笠間公民館：12月20日（水）
市民センターいわま：2月6日（火）
問 秘書課（内線225）

日動美術館・春風萬里荘
◎65歳以上の入館料が無料
対象者▶市内在住の満65歳以上
の方と同伴家族（市内在住）1
名まで
場所・入館料▶笠間日動美術館お
よび春風萬里荘、ともに無料
※自己申告とし免許証・マイナ
ンバーカード・保険証等での
確認が必要
期間▶平成30年3月31日まで
開館時間▶午前9時30分から午後
5時（入館は午後4時30分まで）
休館日▶月曜日（祝日の場合は開
館し翌日休館）、年末年始
【開催中の企画展】
「不思議がいっぱい 迷宮の絵画展
The Wonder of the Labyrinth
Paintings」
同時開催
「第2回 こども絵画ビエンナーレ」
会 期 ▶8月5日 ( 土 ) ～10月1日
（日）まで
問 生涯学習課（内線383）

防衛省
◎航空観閲式を実施
自衛隊記念日行事の一環として、
航空観閲式を航空自衛隊百里基地で
実施します。政府主催行事のため、
招待者以外の方のご入場はできませ
ん。当日および事前の飛行訓練に際
しては、大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解をお願いいたします。
日時▶10月29日（日）
場所▶航空自衛隊百里基地
問 航空自衛隊百里基地渉外室
TEL0299（52）1331
（内線2211・2587）

至笠間

至市役所

野の花ともべ

至水戸

せきね動物病院

低料金優遇・相談無料
その他入会者優遇有り
成婚まで母心で応援します

至石岡
北口
友部駅

♥幸せな結婚を
迎えてほしい♥

至内原

地元で17年 茨城結婚情報グループ 日本ブライダル連盟・関東良縁協会所属

野の花ともべ
野の花ともべ
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およめさんおむこさん

（0296）78-0406
笠間市南友部1937

ふるさと

シリーズ129

笠間に生きる人たち

かさま市民力

このコーナーでは、市民の皆さんが自らの
活動で地域貢献している団体などを紹介し
ます。掲載を希望する団体は市民活動課へ
ご連絡ください。

～We Serve
（我々は奉仕する）～
岩間ライオンズクラブ
代 表：長谷川 忠男（泉）
設 立：昭和47年
会員数：34人

会員の皆さん

ライオンズクラブ（LC）は、国際
的かつ世界最大の奉仕団体です。
「We Serve（我々は奉仕する）」の
LC精神で社会奉仕に取り組んでい
ます。
岩間LCは、昭和47年に県下39
番目のクラブとして結成し、今年で
46年目になります。
設立以来、環境保全事業や献眼・
献血事業を中心に活動してきまし
た。現在は、それらの事業も変遷
し、愛宕山を中心とする桜の植樹・
草刈等の環境保全活動や企業様のご
協力をいただきながら、年に12回
の献血活動を行っています。

チャリティゴルフ大会

少年野球大会若獅子杯

それらに加え、本年で第30回を
迎える「チャリティゴルフ大会」など
の活動を通じ、善意の寄付を行って
います。また、小・中学校での「薬
物乱用防止教室」や「近郊少年野球大
会」の開催など、青少年育成事業も
継続事業として行っています。

代表

里山清掃

献血活動

長谷川 忠男さんより

岩間ライオンズクラブは、地域の皆さまのお役に立てるボランティアを目指し、日々奉仕
活動を行い、努力を重ねています。
当クラブも高齢化が進み、ご協力いただけるお力を必要としています。活動にご賛同いた
だける方がいらっしゃいましたら、入会を心よりお願い申し上げます。
当クラブをさらに発展させるような活動ができますように、今後ともご支援をよろしくお
願いいたします。
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かさま市民運動会

笠間のいな吉

ご家族や職場、お友だちと
10月14日（土）※予備日:10月15日（日）
ぜひご参加ください！
会 場 総合運動公園芝生スポーツ広場（サッカー場）
期

日

プ ロ グ ラ ム
No

種

目

名

開会式（8:45）
準備体操

内

容

来場者全員でラジオ体操第一

1

マーチングバンド演奏

笠間市ジュニアマーチングバンド「インフィニティ」による演奏・演技

2

小学生リレー
【予選】

学校・男女を問わず、小学4～6年生4名（各100m）によるリレー
★上位6チーム決勝進出

3

園児遊戯
「ディズニー体操」

市内幼稚園、保育所、保育園、認定こども園等の園児による遊戯

4

二人三脚リレー【予選】

5

あいこが勝ちよ

6

大玉転がし
【予選】

7

グループ対抗リレー【予選】

8

中学生リレー
（女子）【予選】

9

中学生リレー
（男子）【予選】

男女を問わず、中学生以上の6名（100m×3ペア）の二人三脚リレー
★上位6チーム決勝進出
市内幼稚園、保育所、保育園、認定こども園等園児および障がい者の方を対象
に、ジャンケンをして「あいこが勝ち」の勝ち残りを競う。
学校・男女を問わず、小学1～3年生6名（3ペア）が大玉を転がすリレー
★上位6チーム決勝進出
高校生以上の男子3名、女子2名（男子200m、女子100m）によるリレー
★上位6チーム決勝進出
学校を問わず、中学生女子4名（各100m）によるリレー
★上位6チーム決勝進出
学校を問わず、中学生男子4名（各200m）によるリレー
★上位6チーム決勝進出

10 スポーツ少年団発表

スポーツ少年団による演技発表

11 ボールを運んで玉手箱

【自由参加:定員制】60歳以上の方および障がい者の方を対象に、ボールを運
び、賞品を取りゴールする。

12 大玉転がし
【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

13 二人三脚リレー
【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

14 小学生リレー
【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

15 パン食い競争

【自由参加:定員制】いくつかの障害物をクリアし、最後にパンをくわえて
ゴールする。

16 中学生リレー
（女子）【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

17 中学生リレー
（男子）【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

18 グループ対抗リレー
【決勝】

予選を勝ち抜いた上位6チームによる決勝レース

閉会式・表彰式（15:00予定）
※種目順序は、予告なく変更となる場合があります。

自由参加種目
種

目

名

内

※昼食は、各自自由におとりください。

事前申し込み不要！ふるってご参加ください。
容

対

象

備

考

ボールを運んで
玉手箱

ボールを運び賞品を取りゴールする。

60歳以上の方および
障がい者の方

整理券を配布します
（定員制）

パン食い競争

いくつかの障害物をクリアし、最後
にパンをくわえてゴールする。

年齢制限はありません。
どなたでも参加できます。

整理券を配布します
（定員制）

シャトルバスをご利用ください
会場までのシャトルバスを運行しますので、ぜひご利用
ください。運行時間は決定次第、ホームページでお知ら
せします。
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【問い合わせ】

スポーツ振興課
（内線392）

笠間市ヘルスリーダーの会が
紹介する

毎月19日は
「食育の日」

かさま食彩

家族と一緒に食卓を囲み、
このレシピをためしてみませんか？

チンゲン菜と豚ときのこの卵炒め

材料（4人分）
チンゲン菜（3等分に切る）………4株 （Ａ）
しめじ（ほぐしておく）………1パック
オイスターソース ……大さじ2
えのき茸（3等分に切る）……1パック
酒 ………………………小さじ2
卵（M）……………………………4個
砂糖 ……………………小さじ2
豚バラ肉（3㎝幅に切る）………120g
醤油 ……………………小さじ2
塩・こしょう …………………少々
鶏がらスープの素 …小さじ2/3
小麦粉 ……………………大さじ1
水 ………………………小さじ2
ごま油 ……………………大さじ1
作 り 方
❶チンゲン菜は切って、軸と葉に分けておく。しめじは石づきを取って
ほぐしておく。えのき茸は根元を切り落とし、3等分に切っておく。
❷豚肉は切って塩・こしょうをふり、小麦粉をまぶしておく。卵は溶
きほぐしておく。
❸Ａを混ぜ合わせておく。
❹フライパンを火にかけて、ごま油を加え、卵を入れて大きく混ぜて
スクランブルエッグを作り、フライパンから取りだしておく。
❺そのままのフライパンで豚ばら肉を炒め火が通ったら、チンゲン菜
の軸を炒め、しめじ、チンゲン菜の葉を炒める。④の卵を加えＡを
まわし入れ、手早く炒め合わせる。
栄養成分
（1人分）
・エネルギー
269kcal
・たんぱく質
13.9g
・脂
質
18.7g
・塩
分
2.2g

笠間焼うつわプレゼント
その べ とも こ

……… 食事バランスガイド ………
主食（ごはん、パン、麺）

0

副菜（野菜、きのこ、いも、海藻料理） 2.5SV
主菜（肉、魚、卵、大豆料理）

2SV

牛乳・乳製品

0

果物

0

詳しくは 食事バランスガイド

1

2 3 4 5 6

7

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
1 2 12

検索

9月号締め切り：9月29日（金）必着

【笠間焼の提供】園部智子
（城里町） サイズ：約16㎝×約26cm
撮影に使用した笠間焼の器を抽選で1名様に差し上げます。
このコーナー
や広報紙への感想等を添えて、住所・氏名・電話番号を明記のうえ、秘書課
まではがき
（持参可）
でお申し込みください。
※当選者には、市役所本所秘書課まで器を受け取りに来ていただきます。

子育て支援センターくりのこが
一時移転します。
10月から始まる市民センターいわま改修工事に伴い、くりのこ
は一時、岩間保健センター内に移転します。
原則、月・水・木・金に開所する予定ですが、会場の都合によ
り開所できない日があります。
移転日等詳細については随時、くりのこへ掲示していきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。
◇移 転 先 岩間保健センター 2階
◇開所時間 午前10時～12時／午後１時～４時

102
至友部駅
コンビニ

355

岩間保健センター ★
市民センターいわま
（岩間支所）

コンビニ

至岩間駅

こちらもご利用ください。
みつばち
◇場 所 かさまこども園内
◇開所日 月～金（年末年始・祝日等を除く）
かんがるー ◇場 所 笠間キッズ館内
◇開所日 月～金（年末年始を除く）

笠 間 キッズ 館 アドレス http://kasamacity-kidskan.com 問い合わせ：笠間キッズ館 TEL0296-77-8340
かさまぽけっとアドレス http://kasama-pocket.jp

人口と世帯数

《常住人口8.1現在》
（ ）内は前月比較

問い合わせ：子ども福祉課 TEL0296-77-1101（内線162）

●人 口：75,770人（－24人） 男37,079人（－3人） 女38,691人（－21人）
●世帯数：28,572世帯（＋13世帯） ●7月の出生数：42人 ●7月の死亡数：73人

◯広報かさまに掲載されているあなたの写真を差し上げます。お問い合わせは秘書課（内線225）まで。
◯市ホームページモバイル版では、行政・災害などのさまざまな情報をお届けしています。
http://www.city.kasama.lg.jp/mobile
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