
① 公的機関を名乗る架空請求にご注意ください 

② 資産等報告書等の閲覧を実施します 

③ 芸術の森公園内「あそびの杜」複合遊具の塗装工事について  

④ 笠間市土採取事業規制条例について 

⑤ 地域課題解決支援モデル事業への参画団体を募集します 

⑥ 5月 31日から 6月 6日は「禁煙週間」です 

⑦ 認知症相談会の参加者を募集します    

⑧ 平成 30年度税務職員の採用試験を行います 

⑨ 県立水戸産業技術専門学院講座の受講者を募集します  

⑩ 第 16回歌声広場を開催します 

⑪ スポーツ吹矢の体験会を開催します  

⑫ 第 27回かさま舞踊の会を開催します   

⑬ フラダンス体験教室の参加者を募集します  

⑭ オカリナ教室の参加者を募集します 

⑮ 2018笠間フレンドシップインディアカ交流大会の参加者を募集します  

⑯ ヨガ教室の参加者を募集します    

⑰ 愛の里福祉の店「せせらぎ」開催のお知らせ  

⑱「おはなし処ほっと・カフェ」を開催します 

⑲ 夏の手作り絵本教室の参加者を募集します    

⑳ 元気すこやか教室の参加者を募集します 

㉑ 歯のなんでも電話相談を実施します 

㉒ 第 12 回ガルテンアカデミー「日本茶入門講座」の参加者を募集します 

㉓ 地域交流センターいわま「あたご」からのお知らせ  

㉔ 6月の地域ポイント対象事業について  

㉔ 
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【回覧】お早めに回してください 全 10ページ(A3…2枚、A4…1枚)   ①ページ 

 

          ①公的機関を名乗る架空請求にご注意ください           
 
 差出人が「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」

など、公的機関を思わせるような名称を不正に使用し、はがき、メールなどにより、身に覚えの

ない請求をする悪質な事例が増えています。 

文面には、財産の差押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内

容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求さ

れるといった情報も寄せられています。 

はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」こと

が大切です。不安に感じる場合には、笠間市消費生活センターへご相談ください。 

相談窓口 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313（消費者ホットライン 188） 

受付時間 午前 9時～正午、午後 1時～4時（第 2・第 4火曜日、日曜日、祝日、年末年始休館） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ②資産等報告書等の閲覧を実施します              
 
笠間市政治倫理条例第 9条第 1項の規定により、市長、副市長、教育長および市議会議員全員

から提出された「資産等報告書及び所得等報告書」の閲覧を次のとおり実施します。 

閲覧期間   5月 30日から 5年間(土日、祝祭日、年末年始を除く) 

閲覧時間  午前 8時 30分～午後 5時 15分 

閲覧場所  秘書課(市長、副市長、教育長分）、議会事務局(市議会議員分） 

問 秘書課(内線 226）、議会事務局(内線 303） 

      ③芸術の森公園内「あそびの杜」複合遊具の塗装工事について       

笠間芸術の森公園内「あそびの杜」複合遊具が、施設の安全性向上のための塗装工事を行うた

め工事期間中、ロング滑り台などがご利用いただけなくなります。なお、「あそびの杜」におい

て「ふわふわドーム」のみ利用が可能となります。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

日時 5 月 21 日(月)～7 月 31 日(火) 

※天候等により、実施時期が前後することがあります。 

問 管理課(内線 575) 

           

 
                      ④笠間市土採取事業規制条例について                                     
 
 笠間市では、土を採取する事業（土採取事業）に係る手続きを定めた条例・施行規則を制定し、

平成 30年 6月 1日から施行されます。 

 これにより、市内で一定規模以上の土を採取する事業を行う場合は、市との事前協議や事業を

行おうとする場所の周辺関係者への説明会等が必要になります。 

1、条例が適用される土採取事業 

 事業区域の面積が 500平方メートル以上又は採取する土の量が 500立方メートル以上の土採取

事業について適用し、許可制とします。(一部の他法令の許可等に基づく土採取事業は、本条例

の適用除外とします。) 

2、土採取事業とは 

土の販売等の一定の利用目的をもって土地を掘削等し、土を外に移動することをいいます。 

（土を外に持ち出さず、その土地の区域内において造成等するためだけに使用する場合は、条例

の対象にはなりません。） 

3、条例制定の経緯・目的 

県内の市町村において、土採取事業を発端とし、隣接境界を超える寸前まで掘削したり、直角

に近い角度で掘削したりする事案や土採取事業を施工した後、緑化等による法面の保護をしなか

ったため景観を損ねることとなってしまった事案が発生しています。 

 このようなことから、本市においても一定規模以上の土採取事業を許可制とすることにより必要

な規制を設け、土採取事業による災害発生の未然防止、また、土採取を行った後の土地における緑

地の保護等、周辺の環境保全上適正な整備を図ることを目的として条例を制定するものです。 

問 環境保全課(内線 126） 

 

②ページ  「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ⑦認知症相談会の参加者を募集します                    

 最近物忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に、経

験豊富な専門職員が対応します。ご本人はもちろん、ご家族からの相談にも応じますので、お気

軽にお申し込みください。 

日時 7月 3日(火)午後 2時～4時 

場所 地域医療センターかさま内 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) 

内容 面接による個別相談(1組につき 1時間程度) 

担当者 認知症疾患医療センター 石崎病院 精神保健福祉士 田山
た や ま

 香代子
か よ こ

さん 

対象 市内在住の方  

定員 2名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 6月 25日(月) 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

                   ⑥5月 31日から 6月 6日は「禁煙週間」です                           
 
 世界保健機関(WHO)では、毎年 5月 31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般的

な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を進めています。厚生労

働省においても世界禁煙デーからの 1週間を「禁煙週間」と定め、さまざまな施策を実施する予

定です。 

笠間市では、平成30年2月に「笠間市が管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」

を策定し禁煙を推進するとともに、効果的な受動喫煙防止対策を実施していきます。 

喫煙の健康への影響を理解し、禁煙したい方は、医療機関の禁煙外来を利用しましょう。市民

の皆さんの健康増進を図るため、喫煙率の減少に向けた積極的な取り組みをお願いします。 

問 健康増進課(保健センター)  ℡ 0296-77-9145 

 

       ⑤地域課題解決支援モデル事業への参画団体を募集します            

人口減少や少子高齢化が進み，地域の持続性が課題となっている中で、地域における既存事業

の整理、及び課題の把握から解決に至るまでの取り組みを支援する「地域課題解決支援モデル事

業」を実施します。 

つきましては、当該事業のモデルとなる地域（自治会や団体の連合体）を募集します。   

内容 地域が実施する課題の調査、人材発掘、課題解決に向けた行動計画づくりと解決に向けた

取り組みに対して、①人的支援(大学教員等有識者の招聘、民間企業とのマッチング等)、②

財政的支援(交付金を年間最大 30万円支給)を行います。 

対象 自治会、高齢者クラブ、子ども会育成会、NPO 法人、事業所、ボランティア団体、自主防

災組織、特定非営利活動法人等で構成する連合体。  

   なお、事業参画の意思が明確な場合は、連合体が実際に組織されていない段階でも申請を

受け付けますので、お気軽にご相談ください。 

定員 3団体 

申込方法 窓口で直接または電話、メールでお申し込みください。 

申込期限 6月 15日(金)まで 

申・問 企画政策課(内線 555、557)  メール kikaku@city.kasama.lg.jp 
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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 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ⑧平成 30年度税務職員の採用試験を行います                     
 
 税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤務する税務職員（国家公務員）を募集します。  

受験資格 ・平成 30 年 4 月 1 日において高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から

起算して 3 年を経過していない者および平成 31 年 3 月までに高等学校または中等

教育学校卒業見込みの者 

     ・人事院が上記に掲げる者に準ずると認める者 

試験の程度 高等学校卒業程度 

申込方法 【原則】インターネット申込み 

      国家公務員採用試験インターネット申込みページにアクセスし、説明に従い入力 

してください。 

      受付期間 6月 18日(月)午前 9時～6月 27日(水)［受信有効］ 

     【インターネット申込みができない場合】郵送または持参 

      問合せ先 第 1次試験地を所轄する国税局（国税事務所） 

試験日 第 1次試験日   9月 2日(日) 

    第 2次試験日  10月 10日(水)～10月 19日(金)のいずれかの第 1次試験合格通知書で 

                           指定する日時 

合格者発表日 第 1次試験合格者 10月 4日(木) 

       最終合格者  11月 13日(火) 

問 ○インターネット申込みに関する問い合わせ 

   人事院人材局試験課 ℡ 03-3581-5311（内線 2333） 

午前 9時～午後 5時（土・日曜日および祝日等の休日は除く。）  

○上記以外の問い合わせ 

   関東信越国税局人事第二課試験係 ℡ 048-600-3111（内線 2097） 

午前 8時 30分～午後 5時（土・日曜日および祝日等の休日は除く。）  

 
        ⑨県立水戸産業技術専門学院講座の受講者を募集します             
  
 機械 CAD(Auto-CAD)基礎 A スマホ講座（基礎） 

日時 
7月 17(火)、19（木）、20(金)、23(月), 

24(火)、26(木) 

7月 19(木)、20(金)、23(月)、24(火) 

内容 Auto-CAD操作及び作図実践 Facebook、Twitter等 

対象 
Windowsの基本操作ができる方 アプリをダウンロードできるスマート

フォンをお持ちの方 

定員 10名 15名 

受講料 2,980円(テキスト代を含む)  

申込方法 ①往復はがきに、講座名・住所・氏名・年齢・職業（会社名）・電話番号を明記して 

郵送してください。 

②水戸産業技術専門学院のホームページからお申し込みください。 

http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/ 

申込期間 6月 4日(月)～6月 15日(金)  ※必着 

申・問 〒311-1131 県立水戸産業技術専門学院(水戸市下大野町 6342)   ℡ 029-269-2160 

 

 

    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 

④ページ  ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ⑩第 16回歌声広場を開催します                      

ギター、ウクレレ、フルートの伴奏にあわせて童謡唱歌、昭和歌謡、懐メロ、抒情歌、フォー

クソング、ポピュラーなど、みんなで大きな声で歌いませんか。事前申込みは不要です。 

 歌が好きな仲間と明るく楽しい時間を過ごして、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

日時 6月 12日(火)午後 1時 30分～3時 

場所 友部公民館大ホール (笠間市中央 3-3-6) 

演奏者 ボランティア演奏グループ 「ローサス」 

対象 シニア 

参加費 無料 

持ち物 飲み物 

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402 

           ⑪スポーツ吹矢の体験会を開催します              
 
 楽しみながら心身を鍛えられる、スポーツ吹矢を始めてみませんか？肺活量は関係ありませ

ん。普通に呼吸のできる方ならどなたでも参加できます。腹式呼吸なので、さまざまな健康効果

が期待できる中高年向きの軽スポーツです。 

お気軽にご参加ください。 

日時 6月 14日(木) 午後 1時～4時 ※毎週木曜日に活動しています 

場所 みなみ公民館(笠間市下市毛 591-1) 

問 日本スポーツ吹矢協会 笠間稲荷支部  山下 ℡ 0296-72-5882 

           ⑫第 27回かさま舞踊の会を開催します                        

第 27回かさま舞踊の会を開催します。ぜひお越しください。 

日時 6月 10日(日) 開演：午前 11時 

場所 友部公民館 3階大ホール(笠間市中央 3-3-6) 

主催 かさま舞踊連合 

後援 笠間市教育委員会 

問 星野
ほ し の

 弘子
ひ ろ こ

 ℡ 0296-77-0522 

          ⑬フラダンス体験教室の参加者を募集します               
 
 初心者さん向けのクラスです。二面鏡張り、冷暖房完備のダンススダジオでレッスンしていま

す。お子さん連れの方でも、お気軽にご参加ください。 

日時 6月 9日(土)、16日(土) 午後 2時～3時 

場所 永井ホール(笠間市平町 2046-1友部ミルクセンター2階)※宍戸郵便局向かいです。 

参加費 無料 

申込方法 メールまたは電話でお申し込みください。 

申・問 フラ・マーラプア 担当 舘 ℡ 090-3133-4600 メールmichiyot801@yahoo.co.jp 

         ⑭オカリナ教室の参加者を募集します              

いこいの村はなさかで初心者向けオカリナ教室を開催します。 楽譜が読めなくても大丈夫！みんな

で楽しくオカリナを奏でましょう。 

日時 無料体験 6月 1日(金)  午前 10時～   定期教室 毎月第 1・3金曜日 午前 10時～11時 

講師 仁平
に へ い

千鶴子
ち づ こ

先生 

定員 10名 

参加費 1回 1,000円 ※入浴料込み 

問 いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586-4)  ℡ 0296-77-5110 

平成 30年 5月 17日 第 30‐5号 

 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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ⑮2018笠間フレンドシップインディアカ交流大会の参加者を募集します     
 
「誰もが、楽しく、いつまでも」できるスポーツです。「プレイできる楽しさ」と「人と出会う

喜び」を広げるために開催します。 

日時 6月 17日(日)  受付：午前 8時 30分～ 開始：午前 9時 30分～（予定） 

場所 岩間 B&G海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

対象 市内在住、又は在勤の方。インディアカ愛好者や、初心者の方、一度インディアカを体験

してみたい方。 

参加費 1人 200円（傷害保険料含む）※事前説明会・練習会で集金します。 

申込方法 下記申込先まで直接または、FAXでお申し込みください。 

     ※申込用紙は、岩間 B&G海洋センターに用意してあります。 

申込期限 6月 7日(木) 必着 

その他 6月 9日(土)午後 7時 30分より岩間 B&G海洋センター会議室にて、事前説明会および練 

習会を開催いたします。 

申・問 事務局 石川
いしかわ

 淳
あつし

 〒319-0208 笠間市市野谷 3-8   ℡・FAX  0299-45-2347   

            ⑯ヨガ教室の参加者を募集します                          
 
人気の「ヨガ」の入門クラスを開催します。 

心も体もリフレッシュしませんか。ふるってご参加ください。 

日時 月曜日開催 

6月 4日(月)、11日(月)、18日(月)、25日(月) 

   昼の部：午前 11時 30分～午後 0時 30分   

夜の部：午後 7時 30分～8時 30分 

場所 笠間市民体育館 2階 第 5会議室（笠間市石井 2068-1） 

講師 atha アタヨガ&タイ古式  

代表兼インストラクター 小林
こばやし

 尚子
な お こ

さん 

インストラクター 石川
いしかわ

 佳
よし

美
み

さん 

インストラクター 堀越
ほりこし

 恵理子
え り こ

さん 

    ※都合により代行インストラクターの場合がございます。 

対象 15歳以上 

定員 20名(先着順) 

参加費 1回 500円 

持ち物 飲み物、フェイスタオル、上履き、ストレッチマットまたは大きめのタオル、お持ち 

    の方はヨガブロック 

申込方法 開催日の前日までに、窓口で直接または電話でお申し込みください。 

受付時間 午前 8時 30分～午後 4時 30分 

申・問 笠間市民体育館（NPO日本スポーツ振興協会）℡ 0296-72-2101 

  窓口受付時間を延長しています  

延長時間 午後 5時 15分～7時 30分（祝日・年末年始を除く） 
      【笠間市役所】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 
 ⑥ページ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ⑰愛の里 福祉の店「せせらぎ」開催のお知らせ               
 
 新鮮野菜、竹炭、花の苗、お米や木工、被服品、陶芸など、愛の里の人気商品を取りそ

ろえお待ちしております。 

ぜひ、お立ち寄りください。 

日時 6月 9日(土)、10日(日)、23日(土)、24日(日)午前 8時 30分～午後 4時 

   毎月第 2・第 4土、日曜日開催 ※都合により営業時間を変更する場合があります 

場所 愛の里「福祉の店 せせらぎ」愛の里交流ホーム(東茨城郡城里町大網 462－1) 

申・問 (福)朝日会 障害者支援施設 愛の里(笠間市大橋 12)  

℡ 0296-72-8131 愛の里ホームページﾞ http://www.ainosato8131.or.jp/ 

        ⑱「おはなし処ほっと・カフェ」を開催します               
 
高次脳機能障害は家族でも理解が難しく、なかなか周囲の理解を得にくい障害です。どうか悩

みを抱え込まず、「おはなし処ほっと・カフェ」でほっとしませんか？ご家族同士の経験の共有、

知恵や工夫の分かち合い、こころの交流をしながら参加者が元気になれる場所を目指していま

す。「おはなし処ほっとカフェ」は「茨城県高次脳機能障害支援センター」の協力を得て開催し

ております。 

どうぞお気軽にご参加ください。お待ちしています。 

内容 ミニ講話とフリートーク 

日時 毎月第 4金曜日 午後 1時 30分～3時 ※11月、12月は第 3金曜日  

6 月 22 日(金)「障害の理解について」 会場：ひまわり館 

7 月 27 日(金)「夏場の過ごし方」 会場：フロイデ友部 

以後、偶数月はひまわり館、奇数月はフロイデ友部となります。  

参加費 100円（資料と飲み物代） 

対象 高次脳機能障害者のご家族や関係者など 

申込方法 電話でお申し込みください。※個別相談も受け付けています。 

申・問 ひまわり館 笠間市鯉渕 6266-143 ℡ 0296-71-3133(担当：弓家)   

フロイデ友部 笠間市鯉渕 6525-19 ℡ 0296-73-5577(担当：飯田) 

          ⑲夏の手作り絵本教室の参加者を募集します            
 
ページを開くと仕掛けが動く「パクパク絵本」を作る夏の手作り絵本教室を開催します。 

なお、6 月 8 日(金)から、友部図書館に見本を展示しますので、参考にしていただき、友だち

と一緒にぜひ参加してください。 

日時 7月 28日(土)、8月 4日(土) 午前 9時 30分～正午 

場所 友部図書館 2階 視聴覚室(笠間市平町 2084） 

内容 7月 28日(土)：パクパク動く仕掛けを作って絵をかく 8月 4日(土)：表紙を作る 

対象 3歳～高校生(8歳以下は保護者同伴) ※両日とも出席できる方 

定員 20名(先着順） 

参加費 無料 

持ち物 クレヨン、色えんぴつ等、好きな画材(折り紙、リボン、モール等）、ボンド、はさみ 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期間 6月 16日(土)～7月 7日(土)  ※休館日を除く 

申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。 ⑦ページ 
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         ⑳元気すこやか教室の参加者を募集します              
 
 運動、口腔、栄養、認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした、保

健・医療の専門職による短期集中型（3か月間）の介護予防サービスを実施します。 

日時 【友部地区】7月～9月の毎週火曜日 午後 1時～3時 

   【笠間地区】7月～9月の毎週木曜日 午前 10時 30分～午後 1時 

場所 【友部地区】フロイデ総合在宅サポートセンター友部（笠間市鯉淵 6526-19） 

   【笠間地区】介護老人保健施設すみれ(笠間石井 2045) 

内容 保健・医療の専門職によるプログラムに 3か月間（週 1回⁄2時間程度）取り組みます。ま

た、教室終了後もご自宅で続けられるよう支援します。 

①運動器の機能向上プログラム ②口腔機能向上プログラム 

③栄養改善プログラム ④認知症予防プログラム 

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方 

（1）要支援 1・2の認定を受けている方 

（2）基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方 

定員 10名程度（先着順） 

参加費 1,500円（全 12回分） 

申込方法 各事業所の窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 6月 1日（金） 

申 【友部地区】フロイデ総合在宅サポートセンター友部  ℡ 0296-73-5577 

【笠間地区】介護老人保健施設すみれ ℡ 0296-70-0035 

問 高齢福祉課（内線 175） 

           ㉑歯のなんでも電話相談を実施します               
 
 ふだん歯医者さんに聞けないこと、入れ歯のこと、子どもの歯の悩み、インプラント、矯正、

口臭の悩み、顎関節症、歯周病、ブラッシングの仕方、料金のことなど、歯に関する悩みや質問

を無料で電話相談します。匿名でも結構です。お気軽にお電話ください。 

日時 6月 10日(日)午後 1時～4時 

受付電話番号 029-823-7930 

回答者 茨城県保険医協会の歯科医師 

問 (一社)茨城県保険医協会 ℡ 029-823-7930 

   ㉒第 12 回ガルテンアカデミー「日本茶入門講座」の参加者を募集します                                        

 笠間クラインガルテンでは毎月、「健康」「食」「アート」をテーマに、体験教室を実施してお

ります。今回は普段何気なく飲んでいるお茶をもっとおいしく楽しむための知識と方法を学びま

しょう。 

日時 5月 31日(木) 午前 10時～午前 12時 受付：9時 45分～ 

場所 笠間クラインガルテン 多目的ホール(笠間市本戸 4258) 

内容  ・お茶の基本のお話  

  ・お茶の淹れ方実習 

  ・フライパンで炒る「ほうじ茶」づくり 

持ち物  筆記用具、ご自宅で使っている急須（お持ちでない方は貸出します） 

講師  笠間市地域おこし協力隊 河又
かわまた

 恵
けい

太
た

さん 

定員  20 名(先着順) 

参加費 1,000円 

申込方法 電話または FAX・メールにてお申込みください。 

申・問 笠間クラインガルテンクラブハウス  ℡ 0296-70-3011   FAX  0296-70-3211 

メール k-garten@atlas.plala.or.jp 

  
  ⑧ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。       ⑨ページ 

 

         ㉓地域交流センターいわま「あたご」からのお知らせ              

地域交流センターいわま「あたご」ではさまざまな催物を開催しています。お気軽にご参加ください。  

「キッズダンス教室」 

内容     踊ることの楽しさを通してリズム感や俊敏力の習得、表現力を高めます。 

講師  ダンスインストラクター   MIKA
ミ カ

さん 

日時 対象 参加費 定員 申込期間 

6月 2日（土）午後 1時 30分～ 

 月 3回 

(詳細はお問い合わせください) 

キッズ（未就学児） 2,500円 15名  

随時受付 ジュニア（小学生男女） 

ガールズ（小学生女子） 
3,500円 15名 

「英語とダンスの親子スクール」 

内容  ダンスと英会話を親子で一緒にレッスンします。身体を動かすことで、楽しく自然に習得できます。 

講師  英語とダンスのインストラクタ－ KAZUMI 
カ ズ ミ

さん 

日時 対象 参加費 定員 申込期間 

6月 6日（水）午前 10時～  

毎週水曜日/月4回 
0～3歳 

5,000円 

（教材費込） 
8名 随時受付 

 6月 8日（金）午後3時30分～  

毎週金曜日/月4回 
3～6歳 

5,500円 

（教材費込） 
8名 随時受付 

 6月 8日（金）午後4時20分～  

毎週金曜日/月4回 
小学生 

5,500円 

（教材費込） 
8名 随時受付 

「ハープで奏でるいろはクラシック」 

内容   アイリッシュハープの演奏を聴きながらクラシック音楽のいろはを学びます。 

講師 児童合唱団、リトミックピアノの指導者  早川
はやかわ

 千丈
ち ひ ろ

さん   

日時 対象 参加費 定員 申込期間 

初回 6月26日(火)のみ 

午後 6時30分～ 

毎月第4火曜日  午後3時～ 

大人 

（幅広い年齢層） 
700円 50名 随時受付 

「プリザーブフラワーアレンジメント教室」 

内容   プリザーブドフラワーを使って、カップや様々な器にデザインする初心者も安心のアレンジメントです。 

講師   プリザーブドフラワーデザイン協会 認定講師  綱川
つなかわ

  律子
りつこ

さん 

日時 対象 参加費 定員 申込期間 

6月23日（土） 

午前 10時～正午 
中学生以上 

3,000円 

（教材費込） 
15名 6 月 22 日(金) 

「マミ先生の美味しく楽しいワイン講座」 

内容    世界各国のワインの特色や、料理の楽しみ方を試飲と楽しい講座で紹介します。 

講師    ㈱ワインデマミ代表、ワインコンサルタント、ワイン教室講師  植田
う え だ

 真未
ま み

さん 

日時 対象 参加費 定員 申込期間 

6月27日（水） 

午後 6時～ 
20歳以上 

3,500円 
（ワインとオードブル含む） 

40名 6 月 23 日(土) 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 
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         ㉔ 6月の地域ポイント対象事業について              

 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けていただけるよう 

支援していくための制度です。 

【一般参加事業】 

開催日 開催時間 事業名 場所 担当 連絡先 

14日（木） 

15日（金） 
9：00～15：00 

健康診査 

保健センター 

保健センター 0296-77-9145 

20日（水） 

21日（木） 

22日（金） 

10：00～11：30 

13：30～14：30 

笠間ショッピング

センターポレポレ 

26日（火） 

27日（水） 

9：00～11：00 

13：30～15：00 

地域福祉センター 

いわま 

15日（金） 14：00～16：00 献血 
地域福祉センター 

いわま 
健康増進課 0296-77-9145 

【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 担当 連絡先 

9日(土） 19：00～20：30 
天神の里ゲンジ

ボタル観察会 

ビオトープ天神の

里 
環境保全課 0296-77-1101 

3日(日) 

4日(月) 

7:00～10：30 総合健診 

笠間公民館 

保健センター 0296-77-9145 18日(月) 保健センター 

28日(木) 
地域福祉センター

いわま 

13日(水) 
10：00～10：30 

12：30～13：00 
子宮頸がん 

乳がん検診 

笠間公民館 

保健センター 0296-77-9145 19日(火) 12：30～13：00 保健センター 

29日(金） 
10：00～10：30 

12：30～13：00 

地域福祉センター

いわま 

◆病院ボランティア 【市立病院】 １Pt 

病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力して

活動をしてくれる方を随時募集しています。 

問  市立病院経営管理課  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス   【笠間図書館・岩間図書館】 １Pt 

『広報かさま』や『議会だより』などを音訳する活動をしたときにポイントを発行いたします。 

問  笠間図書館 ℡ 72-5046  岩間図書館  ℡ 0299-45-2082 

◆おはなし会    【友部図書館・笠間図書館】 １Pt 

◆ブックスタート  【友部図書館・岩間図書館】 １Pt 

関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行いたします。 

問 友部図書館 ℡ 78-1200  岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 

☆2018.4.30現在≪登録状況≫ 3,387人（男性）762人（女性）2,625人 

問  【ポイント制度について】市民活動課(内線 133) 

   【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

   【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca 

※最新情報を公開しています。 

市民活動ポータル
サイトモバイル版
へ 

⑩ページ      【回覧】次号は 5月 24日発行 第 30-6号 

 


