
①「市民後見人養成講座」事前説明会を開催します 

② 平成 30年度 第 1回笠間市都市計画審議会を開催します 

③ 市民公開講座 映画「ケアニン～あなたでよかった～」を上映します 

④ 農地の貸し主（出し手）や耕作者（受け手）を募集しています 

⑤ 平成 30年度 国民健康保険「人間ドック・脳ドック健診」助成のお知らせ（再募集） 

⑥ 65歳以上の方は日動美術館・春風萬里荘の入館料が無料になります 

⑦ ｢国保・医療・介護なんでも電話相談室｣を開設します 

⑧ 蕎麦打ち初級講座の参加者を募集します    

⑨ ジオガイドと巡る筑波山周辺ジオツアー参加者を募集します  

⑩ 第 6回笠間市近隣ソフトテニス大会の参加者を募集します  

⑪ 寺子屋事業「学習アドバイザー」を追加募集します  

⑫ 笠間市職員採用試験説明会を開催します   

⑬ 天神の里ゲンジボタル観察会の参加者を募集します  

⑭「花壇コンクール」「花と緑の環境美化コンクール」の参加団体を募集します 

⑮「前照灯常時点灯運動」の名称を募集します      

⑯ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します   

⑰「道の市 ファイナル」を開催します 

⑱「荒⇔街⇔門」を開催します 

⑲ 行幸町わくわくフェスタを開催します  

⑳ フリーマーケットの出店者を募集します   

㉑ 地域交流センターともべでフリーマーケットを開催します 

㉒ ゴキブリ団子作りと消費者トラブル対策講習会の参加者を募集します 

㉓ 歴史散策会の参加者を募集します   

㉔ 子ども用衣類の寄付をお願いします  

㉕ 特設無料人権相談を開設します  

㉖ 第 1回「まちづくり女子会」の参加者を募集します 

㉗ いきいき・ワクワク楽しい脳トレ入門講座の参加者を募集します  

㉘ 手話・筆談のできる店を増やそう！  

㉙ カフェナナイロのイベントの参加者を募集します       

㉙ 
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        ①「市民後見人養成講座」事前説明会を開催します                             

 地域に暮らす判断能力の不十分な方の権利を守るために、地域住民が地域における権利擁護の

担い手として活動する「市民後見人養成講座」の事前説明会を開催します。 

 参加を希望する方は、事前にお申し込みください。 

内容 基調講演「成年後見制度の概要と成年後見人の職務」 

オリエンテーション「市民後見人養成講座とは」 

日時 7月 4日（水） 午後 1時 30分～4時 30分 

場所 水戸市福祉ボランティア会館 大研修室（水戸市赤塚 1-1ミオス 2階） 

定員 20名（先着順） 

対象 ・20歳～70歳までの笠間市在住の方 

   ・8月～10月開催の全日程（11回・52時間）受講可能な方 

   ・普通自動車運転免許を有する方 

申込方法 郵送または FAXで申し込みください。 

申込期限 5月 1日（火）～31日（木） 

申 水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター 

  〒311-4141 水戸市赤塚 1-1ミオス 2階  ℡ 029-309-5001  FAX 029-309-5525 

問 笠間市地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 

 
        ②平成 30年度 第 1回笠間市都市計画審議会を開催します                   
 
友部地区の用途地域および、地区計画の都市計画決定にあたり、笠間市都市計画審議会を開催

します。 

日時 5月 25日（金）午後 2時～ 

場所 笠間市役所本所 2階 大会議室（笠間市中央 3-2-1） 

審議事項 笠間都市計画用途地域の変更について（友部駅北部地区） 

     笠間都市計画地区計画の決定について（こうのす団地地区）    

傍聴方法 会議の当日、一般の方の傍聴を受け付けます。 

定員 5名（先着順） 

受付 午後 1時 20分～1時 50分 

※受付終了時刻までに定員に達したときは、その時点で受付を終了します。 

※会場に傍聴者の遵守事項を掲示しますので、傍聴者はこれを守り、会議の円滑な進行、 

運営にご協力ください。 

問 都市計画課（内線 586） 

    ③市民公開講座 映画「ケアニン～あなたでよかった～」を上映します                      
 
 認知症は身近な問題です。今回は、幅広い年代の方に気軽に参加していただけるよう、映画上映会

を行います。認知症への理解を深めるための貴重な機会となりますので、ぜひ、お誘い合わせの上、 

ご参加ください。 

日時 6月 30日（土）午後 2時 30分～4時 30分（開場 午後 2時） 

場所 笠間市立笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

定員 480名（先着順）※申し込みは不要。 

参加費 無料 

主催 笠間市でケアニンを上映する会 

（株）ベストケアーズテクモア、あやか内科クリニック,レイス治療院、やくも薬局、笠間市 

問 笠間市地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

②ページ  「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ④農地の貸し主（出し手）や耕作者（受け手）を募集しています           
   
 農地中間管理機構では、農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、随時農地の貸し主（出

し手）や耕作者（受け手）を募集しています。その中でも、交付要件を満たすと、メリット措置

として次のような支援が受けられます。 

募集地域 市内全域 

申込方法 窓口へ直接お申し込みください。※すでに継続登録されている方の申込みは不要です。 

申込期限 8月 31日（金）※期限内に申し込んだ場合でも、要件に満たないとメリット措置が受

けられないことがあります。 
 

協力金名称 
地域の取組みへの支援 個々の農地の出し手への支援 

地域集積協力金 経営転換協力金 耕作者集積協力金 

交付対象 

市内の地域 

※「地域」とは、集落・学

校区など、実際の話し合い

の単位となった外縁が明確

になっている同一市町村内

の区域をいいます。 

機構へ自作地を貸し付け

た農業者等 

・農業部門の減少により経

営転換する農業者 

・リタイアする農業者 

・農地の相続人 

機構の借受農地に隣接す

る農地または面的集積要

件を満たす原則 2 筆以上

の農地（交付対象農地）の、

機構への貸付けに協力し

た農業者 

交付単価 10,000円／10アール（標準額） 

10,000 円／10 アール（標準

額） 

※交付対象は、新規面積と

します。 

※遊休農地の所有者は、解

消する必要があります 

※担い手と特定農作業受

委託中の農地は対象とな

りません。 

5,000円／10アール 

※交付対象は、新規面積と

します。 

※遊休農地は、対象となり

ません。 

※担い手と特定農作業受

委託中の農地は対象とな

りません。 

交付要件 

・機構への貸付割合 

地域内の農地の 20％超が機

構に貸し付けられていること 

・新規面積の割合 

機構に貸し付ける農地の

うち新たに担い手へ集積

される農地の割合が 25％

以上であること 

※新規面積の割合が 25％に

満たない場合は、交付単価

が変わります。 

 

全ての自作地を 10年以上

機構に貸し付け、かつ農

地が機構から担い手に貸

し付けられること 

 

農地を 10年以上機構に貸

し付け、かつ農地が機構

から担い手に貸し付けら

れること 

※地域集積協力金の使途については、地域が市と相談の上、地域農業の発展に資すると考えら 

る方法で自由に使用することができます。 

※「担い手」とは、認定農業者、認定新規就農者です。 

申・問 農政課（内線 540）、（一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439 

農地中間管理機構 ℡ 029-239-7131 
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皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。③ページ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 平成 30年度 国民健康保険「人間ドック・脳ドック健診」助成のお知らせ（再募集）              

対象 平成 30年 4月 1日現在 40歳以上であり、受診日に 74歳以下の笠間市国民健康保険の被 

保険者で、国民健康保険税を完納している世帯 

助成額 人間ドック：20,000円、脳ドック：25,000円 ※個人負担額は健診費用との差額になります。 

持ち物 国民健康保険証 

※平成 28年度または平成 29年度に脳ドックの助成を受けた方、身体にペースメーカー・金属

類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療を受けている方、閉所恐怖症の方、妊娠している

方は脳ドックの申し込みはできません。 

申込方法 応募用紙に必要事項を記入の上、窓口で直接お申し込みください。応募用紙は保険年

金課、笠間支所市民窓口課、岩間支所市民窓口課の窓口に用意してあります。 

受付期間 5月 10日（木）～25日（金）（土・日曜日を除く） 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

     ※窓口延長日は、午後7時30分まで受け付けます。（岩間支所：火曜日、本所：水曜日、笠間

支所：木曜日） 

注意事項 ・水戸済生会総合病院の脳ドックは、病院指定の受診日となります（指定はできません）。 

・この助成を受ける方は、特定健診（笠間市で実施する集団健診や医療機関健診）は   

受けられません。 

・応募は一人 1 回のみで、複数回応募した場合は無効となります。家族の名前で応募し

て別人が受けることもできません。  

・応募者が定員を超えた場合は、後日抽選により当選者を決定・通知します。 

・受診日に 75歳の誕生日を迎える方は、国民健康保険の資格を失いますので受診できま

せん。         

・ドック受診の結果、特定保健指導の対象となった方は、保健センター等で実施する保

健指導を受けてください。 

・この助成を受ける方は、保健事業などに活用するため、検査結果を笠間市と代行機関

「茨城県国保連合会」に情報提供することについての同意をいただきます。 
 

 人間ドック  脳ドック  

実施機関名 所在地 検診費用 個人負担 定員 検診費用 個人負担 定員 

笠間市立病院 笠間市 39,960円 19,960円 ３２    

水戸協同病院 水戸市 41,040円 21,040円 １１    

石岡市医師会病院 石岡市 39,140円 19,140円 １０    

東関東クリニック  

いばらき健康管理センター  
水戸市 41,040円 21,040円 ９ 

   

水戸中央病院 水戸市 42,120円 22,120円 ３０ 43,200円 18,200円 １１ 

水戸済生会総合病院 水戸市 41,040円 21,040円 １８ 59,400円 34,400円 ２９ 

筑波メディカルセンター  つくば市  41,256円 21,256円 ３ 54,000円 29,000円 １８ 

山王台病院 石岡市  40,500円 20,500円 ５ 43,200円 18,200円 ７ 

大久保病院  水戸市     51,000円 26,000円 ３２ 

協和中央病院 筑西市     43,200円 18,200円 ２４ 

※平成 30年 2月末時点での予定額です。 

申・問  保険年金課（内線 140）、笠間支所市民窓口課（内線 72123）、 

岩間支所市民窓口課（内線 73182） 

 

④ページ   「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑥65歳以上の方は笠間日動美術館・春風萬里荘の入館料が無料になります                
  
文化振興の一環として、優れた芸術作品を鑑賞できる高齢者芸術鑑賞事業を実施しています。

自然豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、本物の美術作品と触れ合ってみてはいかがですか。 

対象 笠間市内に在住の年齢が 65歳以上の方と同伴の家族の方（1名まで） 

入館料 無料 ※免許証・マイナンバーカード・保険証等を提示してください。 

期間 平成 31年 3月 31日まで 

会場 笠間日動美術館（笠間市笠間 978-4）  

春風萬里荘（笠間市下市毛 芸術の村） 

開館時間 午前 9時 30分～午後 5時（入館受付は午後 4時 30分まで） 

休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日休館） 

～笠間日動美術館企画展～ 

展覧会名  笠間市台湾交流事務所開設記念 

「台湾 ねこうらら」 ねこ写真家  関
せ き

 由香
ゆ か

さん   

会期  5月 26日（土）～7月 29日（日） 

イベント 「ねこ写真家  関 由香さんとふれあい」 
日時 6月 2日（土）、7 月 7日（土）各日午後 2時から約 1 時間                                           

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160、春風萬里荘 ℡ 0296-72-0958、生涯学習課（内線 383） 

           ⑧蕎麦打ち初級講座の参加者を募集します                         
  
初心者向けの蕎麦打ち初級講座を開催します。この講座では 2日間で合計 4回の蕎麦打ちを体

験できます。ぜひこの機会に蕎麦打ちを覚えてみませんか。 
 

回数 開催日 時間 内容 

1 6月 10日（日） 
午前 8時 30分～午後 2時 

模範実演 

蕎麦打ち実習（2回） 

会食 2 7月 15日（日） 
 
会場 地域福祉センターともべ【旧友部社会福祉会館】A館 調理室（笠間市美原 3-2-11） 

対象 市内の方で両日とも参加できる方 

定員 先着 8名 

講師 ボランティアサークル麺友会のベテラン講師  

参加費 蕎麦打ち実習の食材費・会食費として 2,500円（2日分） 

    ※当日打った蕎麦は自分たちで試食します。4人分の蕎麦のお土産もあります。 

持ち物 エプロン、三角巾、手ぬぐい 

申込期限 6月 1日（金） 

申・問 麺友会 西澤 ℡ 080-4864-2480 

 

 

 

 

          ⑦ ｢国保・医療・介護なんでも電話相談室｣を開設します                  
 
医療や介護サービスの利用、費用や保険料負担で困っていること、負担軽減策など、国保・医

療・介護に関する相談をお受けします。 

日時 6月 9日（土）午前 9時 30分～午後 0時 30分 

受付電話番号 茨城県社会保障推進協議会 

℡ 029-228-0600、029-228-0602 

回答者 ケアマネージャー、ケースワーカー、医療・福祉団体のスタッフ 

相談料 無料 

平成 30年 5月 10日 第 30‐4号 

市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
納期限内の納付をお願いします。     ⑤ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ⑨ジオガイドと巡る筑波山周辺ジオツアー参加者を募集します              
  

筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイドと、筑波山地域ジオパークの南麓ジオサイ

ト・山頂ジオサイト周辺約 2kmのコースを歩きながら、筑波山の鋭くとがった双峰と広い裾野を

持つ姿の不思議や、自然や歴史・文化の特徴などについて楽しく学ぶツアーです。昼食は、筑波

山地域の特産品がたっぷりつまった「ジオ弁当」をお召し上がりいただきます。 

皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時 5月27日（日）午前9時20分～午後4時45分  

※午前9時までに集合してください。（雨天決行、荒天中止） 

集合場所 TXつくば駅オークラフロンティアホテルつくば前 

コース  TXつくば駅→筑波山梅林→筑波山神社→ケーブルカーで筑波山頂駅→コマ展望台（昼食） 

    →御幸ヶ原～女体山→ロープウェイでつつじヶ丘駅→地質標本館→TXつくば駅 

    ※当日の天候等によって行程や内容は変更となる可能性がございます。    

定員 30 名（先着） 

持ち物 歩きやすい靴と服装、飲み物、雨具 

参加費 2,000円（昼食代、ケーブルカー・ロープウェイ代、保険代など） 

申込方法 住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の取れる電話番号を記入して FAXまた    

     は電話でお申し込みください。 

申込期限 5月 23日（木）午後 6時まで 

申 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9255  FAX 0296-72-9211 

問 企画政策課 (内線 557) 

      ⑩第 6回笠間市近隣ソフトテニス大会の参加者を募集します                   
  
日時 6月 17日（日）午前 8時 30受付開始、午前 9時開会式 

※雨天延期の場合は 6月 30日（土）、7月 1日（日）に開催します。 

会場 笠間市総合公園テニスコート（笠間市箱田 867-1）人工芝 6面 

種目 ダブルス 

1．一般男子の部 

2．一般女子の部 

3．シニア男子Ⅰ部（平成 30年 4月 1日現在 50歳以上） 

4．シニア女子Ⅰ部（平成 30年 4月 1日現在 50歳以上） 

5．シニア男子Ⅱ部（平成 30 年 4 月 1 日現在 60 歳以上、初心者含む） 

6．シニア女子Ⅱ部（平成 30 年 4 月 1 日現在 60 歳以上、初心者含む） 

     各種目 3ペアに満たない場合、他種目と統合します。 

参加資格 市内在住、在勤、在学、笠間市ソフトテニス連盟加盟クラブ員の方、近隣市町のクラブ 

参加費 1チーム（ペア）2,000円（高校生以下 1,000円） 

ルール （財）日本ソフトテニス連盟・ソフトテニスハンドブック競技規則による 

表彰 各種目 1位～3位 

申込方法 ①種目、②所属、③ペアの氏名、④申込責任者の氏名と連絡先を必ず記入し、郵送、

FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 6月 3日（日）午後 7時まで 

申・問 笠間市ソフトテニス連盟事務局 深谷
ふ か や

 修一
しゅういち

  

〒309-1734 笠間市南友部 483-5  ℡・FAX 0296-78-3368  

    メール  kasama-sta@apost.plala.or.jp（@以降の lは Lの小文字です） 

 

 
 
⑥ページ   小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ⑪寺子屋事業「学習アドバイザー」を追加募集します             

 笠間市教育委員会では、学力の向上をめざし、小学校 5、6年生を対象に寺子屋を開校するこ

とに伴い、学習アドバイザーを追加募集します。 

職種 学習アドバイザー 

職務内容 小学校 5、6年生（1クラス 20～30名程度）を対象とした学習指導（算数、国語の指 

導および英語指導の補助） 

採用条件 ・教員免許状を保有している方（退職された方、非常勤講師も可） 

・大学等を卒業し、専門的知識を有している方 

・大学などで教員免許を取得予定の方 

雇用期間 5月 12日（土）～平成 31年 3月中旬 

勤務日  毎週土曜日（ローテーションにより、月 1回程度休み） 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 0時 30分または午前 9時 30分～午後 0時 30分 

     ※日によって変わります。 

勤務場所 笠間公民館、友部公民館、岩間公民館のいずれか 

募集人数 2名 

報酬 1時間 1,750円  

その他 勤務日以外に年 3回程度、担当者会議があります。 

申込方法 履歴書、教員免許状のコピーまたは最終学歴を証明するもの（学生は学生証のコピー 

等在学を証明するもの）をご用意の上、郵送または窓口で直接でお申し込みください。 

※後日、郵送にて面接の日時を通知します。 

※採用の有無については、結果通知書を郵送します。 

申込期限 6月 15日（金）（随時面接し、2名決定次第募集終了） 

申・問  生涯学習課（内線 385）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  

         ⑫笠間市職員採用試験説明会を開催します             
 
平成 31年 4月採用の笠間市職員採用試験説明会を開催します。お気軽にご参加ください。 

なお、この説明会への参加の有無が合否に影響することはありません。 

日時 5月 29日（火）午前 10時 30分～（受付：午前 10時～） 

会場 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

内容 (1）平成 30年度笠間市採用試験実施要項の説明 

(2）職場紹介など 

申込方法 電話またはホームページからお申し込みください。※当日の受付も可能です。 

申込期限 5月 28日（月） 

申・問 秘書課（内線 554） 

ホームページ  http://www.city.kasama.lg.jp/⇒「平成 30年度笠間市職員採用試験」 

 

 

 

 

         ⑬天神の里ゲンジボタル観察会の参加者を募集します          

ビオトープ天神の里には、ゲンジボタルが生息しています。ホタルの生態について学び、美

しく光りながら飛ぶホタルを観察してみませんか。 

日時 6月 9日（土）荒天中止 午後 7時～8時 30分 

会場 ビオトープ天神の里（北山公園付近） 

定員 50名（応募者多数の場合は抽選）※小学生以下は保護者同伴とします。 

持ち物 懐中電灯、長靴をご用意ください。 

参加費 無料                        

申込方法 電話でお申し込みください。     

申込期限 5月 31日（木）                 

申・問 環境保全課（内線 125）          
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 猫は屋内で飼いましょう。      ⑦ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑭「花壇コンクール」「花と緑の環境美化コンクール」の参加団体を募集します                     
  
【第 9回笠間市花壇コンクール】 

環境美化意識の向上や地域コミュニティづくりを目的に花壇づくりを行っている団体を対象

に「笠間市花壇コンクール」を行います。 

審査日 7月 12日(木)、13日(金) 

表彰式 10月下旬予定 

申込方法 生涯学習課にある申込用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。 

申込期限 7月 2日（月） 

申・問 生涯学習課（内線 385） 

【第 46回花と緑の環境美化コンクール】 

大好きいばらき県民会議では、地域住民および児童・生徒の環境美化に対する関心・意欲を高

め、花いっぱい運動が地域や団体に根ざした運動となることを目的に「花と緑の環境美化コンク

ール」を行っています。花いっぱい運動ですばらしい成果をあげている地域・団体・職場・学校

等を表彰しますので、ぜひご応募ください。 

一次審査 8月上旬予定 

二次審査 8月下旬予定 

申込方法 申込用紙に必要事項を記入のうえ、生涯学習課へ提出してください。申込用紙は生涯 

学習課にあるほか、「大好き いばらき 県民会議」のホームページからもダウンロード

できます。 

申込期限 7月 2日（金) 

申 生涯学習課（内線 385） 

問 生涯学習課、大好き いばらき 県民会議 ℡ 029-224-8120 

 

 
       ⑮「前照灯常時点灯運動」の名称を募集します                                                 
 茨城県交通安全協会及び交通安全母の会では、多発している交通事故による死者を 1人でも減

らすため、「前照灯常時点灯運動」を推進しています。前照灯常時点灯することで、運転者自身

の安全意識の向上、自分の車の存在をいち早く周囲に知らせ交通事故を未然に防げます。 

交通安全協会および母の会では、わかりやすく、親しみやすい名称を募集しています。採用さ

れた方には賞品を贈呈します。 

応募方法 市民活動課、笠間支所地域課、岩間支所地域課にある応募用紙に必要事項を記入のう

え、窓口へ直接、または郵送、FAXで応募してください。 

また、茨城県交通安全協会ホームページのフォームからも応募できます。 

ホームページ   http://www.ibaankyo.or.jp/ 

応募期限 6月 29日（金）まで 

応募・問 笠間地区交通安全協会事務局（笠間警察署内）℡ 0296-72-1396 

          ⑯エコフロンティアかさま監視委員会を開催します                   

日時 5月 24日（木）午後 2時～ ※傍聴受付：5月 24日（木）午前 9時まで 

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階  多目的会議室（笠間市福田 165-1） 

内容  (1)前回会議録の確認 

  (2)監視活動および意見交換等、搬入車両等対策 

  (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

⑧ページ  小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ⑰「道の市 ファイナル」を開催します                                         
 
 「道」が、住民と作り手および笠間を訪れる方たちとの交流の場となるよう、「道の市 笠間

ハンドメイドフェア in弁天町」を開催します。 

日時 6月 2日（土）午前 10時～午後 5時、3日（日）午前 10時～午後 4時 

場所 笠間市弁天町（笠間駅前通り） 

主催 「道の市」ファイナル笠間ハンドメイドフェア in弁天町実行委員会 

問 笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

             ⑱「荒⇔街⇔門」を開催します                           
 
 賑わいと活気に溢れた商店街を PRするため、第 6回「荒⇔街⇔門」を開催します。 

日時 6月 3日（日）午前 10時～午後 5時 

場所 笠間稲荷門前通りから荒町の一部（笠間駅前通り） 

主催 荒街門実行委員会 

問 笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

           ⑲行幸町わくわくフェスタを開催します              
 
 元気な行幸町を目指して、第 7回行幸町わくわくフェスタを開催します。 

日時 6月 2日（土）、3日（日）午前 10時～午後 5時 

場所 笠間市行幸町（笠間駅前通り） 

主催 行幸町わくわくフェスタ実行委員会 

問 行幸町わくわくフェスタ実行委員会（担当：湊）℡ 0296-72-1129 

                       ⑳フリーマーケットの出店者を募集します                                 
  
家庭で眠っている日用品や衣類など、使わなくなったものをもう一度生かしてみませんか。

出品するものは、家庭菜園の採れたて野菜やふぞろいの野菜、お米などの農作物のほか、鉢花、

手工芸品等も大歓迎です。 

売るのも買うのも、見るのも楽しいフリーマーケットです。お気軽にお越しください。 

日時 6月 9日（土）午前 9時～午後 2時 受付：午前 8時 30分 

※雨天時は 6月 10日（日）に延期 

会場 友部公民館前広場（笠間市中央 3-3-6） 

出店方法 当日会場でお申し込みください。※小中学生は保護者同伴 

参加費 一区画 500円 

問 ごみを考える会（担当：菊地） ℡ 0296-77-5028 

      ㉑地域交流センターともべでフリーマーケットを開催します         
 
毎月第 4日曜日にフリーマーケットを開催しています。古着や手作りの小物、アクセサリーな

ど、ワクワクするような掘り出し物があります。会場では、オムライス、焼き鳥、カレーライス、

アップルパイ等、月替わりで腕自慢の方々が出店しており、昔懐かしいレコードを聴きながら楽

しむ、レコードカフェも開催しています。 

また、出店者を随時募集しています。フリーマーケットに興味があるけれど、初めてで不安と

いう方には、スタッフがお手伝い、アドバイスします。自宅の物置でしまい込んでいる品々であ

なたも出店してみませんか？ 

日時 5月 27日（日）午前 9時～午後 1時 ※小雨決行、荒天中止 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

問 友部フリーマーケット実行委員会  

代表 佐藤 ℡ 090-3245-0880、幹事長 柏崎 ℡ 090-1880-6317 

後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。⑨ページ 
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     ㉒ゴキブリ団子作りと消費者トラブル対策講習会の参加者を募集します     
 
 笠間市消費者友の会では、台所などの衛生環境を考えるため、ゴキブリ対策として非常に効果

の高い「ホウ酸団子」の作り方について、講習会（実習）を開催します。 

あわせて、消費者トラブル対策についての講習会も開催します。増え続ける消費者トラブルの

現状と対策を学びましょう。 

日時  場所  担当・申  申込期限  

6月 7日（木） 

午後 1時 30分 

～3時 

みなみ公民館調理室 

（笠間市下市毛 591-1） 

岩藤
いわとう

 

℡0296-72-1056 
5月 31日(水) 

6月 16日（土） 

午前 9時 30分

～11時 

地域交流センターいわま「あたご」 

調理室（笠間市下郷 4438-7） 

美留
み る

町
まち

 

℡0299-45-3973 
6月 9日(土) 

6月 19日（火） 

午前 10時 

～11時 30分 

友部公民館 調理室 

（笠間市中央 3-3-6） 

水田
み ず た

 

℡0296-78-5411 
6月 12日(火) 

講師 笠間市消費者友の会会員 

定員 各 20名（先着順） 

参加費 100円 

申込方法 ご希望の会場の担当に電話でお申し込みください。 

問 笠間市消費者友の会 

             ㉓歴史散策会の参加者を募集します                
 
 歴史散策会「親鸞、田上の七不思議」を開催します。歩きながら市内に残る歴史遺産や名所旧

跡を巡り、市の歴史や文化への理解を深めましょう。（雨天時は福原公民館内で歴史講話） 

日時 6月 9日（土）午前 9時～正午 解散予定  集合：午前 8時 45分    

集合場所 福原公民館（笠間市福原 3602-2） 

定員 20名程度 

参加費 200円（資料、保険、飲み物代） 

主催 NPO時習志士の会 

申込方法 6月 1日(金)までに電話またはメールでお申し込みください。 

申・問 製陶ふくだ ℡ 0296-72-0670（午前 9時～午後 5時） 

  畑岡 ℡ 080-1216-4539 (午後 5時～)  メール hataokayoji@yahoo.co.jp 

 
                        ㉔子ども用衣類の寄付をお願いします                             

 6月は、衣類のリサイクル会「第 2回みんなの広場」の開催予定です。 

開催にあたり、6歳までのお子さんの衣類の寄付をお願いします。 

（新品、またはシミ・汚れの少ない物） 

場所 笠間市児童館（笠間市南友部 1966-140） 

申込方法 児童館窓口で随時受け付け 

寄付募集期限 5月 19日（土）～25日（金）受付 午前 10時～午後 5時 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

      笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。 

     平日夜間 19時～21時（土曜日・祝日・年末年始を除く） 日曜日 9時～17時 

⑩ページ ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ㉖第 1回「まちづくり女子会」の参加者を募集します               

都会と茨城に住む「ラブ笠間」の熱い女性 3名で「まちづくり女子会」をシリーズで開催しま

す。第 1回目は、3人それぞれの目線でのプレゼンテーションと参加者との意見交換を行います。 

日時 5月 26日（土）午前 11時～午後 1時 30分 

場所 笠間民芸の里「ふれあいサロンかさま～る」（笠間市笠間 2247-1） 

内容 (1)「江戸目線で見た浅草植木市と笠間陶器市」について 

(2)「ガウディ（スペイン建築家）と笠間焼」について 

(3)「音楽の視点から見た笠間の潜在的魅力」について 

※講師と一緒にランチとおしゃべりタイムを行います。 

講師 江戸前 21 理事・事務局長 石山
いしやま

恒子
つ ね こ

さん 

  茨城大学大学院 理工学部 博士課程 仲根
な か ね

聡子
さ と こ

さん 

NPO 法人としまユネスコ協会 理事 木川
き が わ

るり子
こ

さん 

定員 20 名（先着順） 

参加費 1,500 円（ランチ、コーヒー付き） 

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください 

申込期限 5 月 25 日（金） 

申・問 （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

茂
しげる

 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654 

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp 
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小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。 ⑪ページ 

 

      ㉗いきいき・ワクワク楽しい脳トレ入門講座の参加者を募集します       

 シニアの皆さんを応援する脳トレ講座です。物忘れが気になる方、運転免許更新時の認知機能

検査の対策をしたい方にお勧めです。 

日時 6月 4日（月）、18日（月） 午前 10時 30分～11時 20分 

場所 笠間ショッピングセンターポレポレシティ  ポレポレルーム 1-1（笠間市赤坂 8） 

内容 会話が中心、iPadも使っての脳トレーニング※iPadは用意します 

講師 トレーナー 小城
こじょう

 俊之
としゆき

さん 

対象 65才以上（目安）の男女 

定員 各回 20名（先着順）※各日、両日どちらでも参加 OK 

参加費 各回 1,000円 

申込方法 電話、メールでお申し込みください 

申込期限 6月 4日（月）実施分は 5月 31日（木）、6月 18日（月）実施分は 6月 14日（木） 

申・問 （特非）介護予防で日本を元気にする会 小城
こじょう

 俊之
としゆき

 

℡ 080-9814-7418 メール kjls001@outlook.com 

            ㉕特設無料人権相談を開設します                 
 
 毎日の生活の中で、人権に関わる困りごとや法律上どのようになるのか解決に導くためのご相

談です。相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。 

相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

日時 6月 5日（火）午前 10時～午後 3時（最終受付は午後 2時 30分） 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

問 社会福祉課（内線 157） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ㉘手話・筆談のできる店を増やそう！              

聴覚障がい者は、軽度難聴者を含めると 1500万人以上います（国立長寿医療研究センター調べ）。

聴覚障がい者も、手話・筆談ができる人も、外見では判断ができません。お店に「手話（筆談）でど

うぞ」のマークを掛けることによって、手話通訳、要約筆記ができる人がいるという意思表示ができ

ます。ぜひ活用してください。手話店員などがいるお店は、お問い合わせください。 

問 （特非）ベターコミュニケーション研究会 ℡・FAX 03-3380-3324 

  メール equal@bcs33.com 

 
 

 

 

 

      

                お詫びと訂正                  
 

平成 30 年 4 月 26 日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】の記事内に誤りがありました。読

者の皆様ならびに関係各位にお詫び申し上げ、訂正いたします。 

 

P4「⑦有害鳥獣捕獲を行います」 

【誤】日時 5 月 12 日（土）～6 月 10 日（日）日の出～日没 

【正】日時 5 月 12 日（土）～6 月 17 日（日）日の出～日没  

問 農政課（内線 527） 

 

P13「㉜カサマルシェコラボ企画「旬の野菜を使った料理教室」の参加者を募集します」 

【誤】場所 友部公民館 調理室 （笠間市友部駅前 1-10） 

【正】場所 友部公民館 調理室 （笠間市中央 3-3-6） 

問 農政課（内線 526） 

  

 ⑫ページ  【回覧】次号は 5月 17日発行 第 30-5号 

 

       ㉙カフェナナイロのイベントの参加者を募集します               

 元笠間市地域おこし協力隊の島田さんが運営するコミュニティカフェ「カフェナナイロ」で、下記

の企画を開催します。ぜひご来場ください。 

開催日 開催時間 内容 定員 参加費 

6月 3日（日） 正午～ 

午後 1時 

『花結美コーラスコンサート in 行幸

町わくわくフェスタ』 

出演：「花結
はなむす

美
び

」 

なし 

(予約不要) 
無料 

6月 19日(火) 午後 2時～ 

3時 

『読み語りの会 第 18回』 

出演：読み語りの会 プラスワン 

・笠間の民話やパネルシアター形式を

含む 7編程（途中入退室可） 

20名 

(予約不要) 

 

400円 

(ドリンク代と

して) 

6月 9日（土） 午後 2時～ 

4時 30分 

『笠間の食材で料理教室』 

・梅の甘煮と梅大福 

講師：さかべ ゆきこさん 

エプロン、手拭きタオル、筆記用具を

持参してください。 

6名 

2,500円 

(材料、ラッピ

ング代込み) 

 

場所 カフェナナイロ（笠間市笠間 1537） 

申・問 島田 ℡ 050-5274-6112   メール  pyrzqxgl7@gmail.com 


