
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

①「くらしのガイドブック」の改定作業を進めています 

② 資源物の耐熱ガラスびん混入防止について  

③ 女声合唱団コール・ポプリ「第 5回演奏会」を開催します  

④ 婚活相談会の参加者を募集します 

⑤ NHK-BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅 2018’秋の旅」のお便りを募集します 

⑥ 健康診査（6～8月分）の参加者を募集します 

⑦ 地域医療センターかさま見学会を開催します  

⑧ 初・中級ゴルフ教室の参加者を募集します    

⑨「スポーツ吹矢」体験会の参加者を募集します 

⑩ 親と子のよい歯のコンクールの参加者を募集します 

⑪ 平成 30年茨城県消費生活相談員等養成講⑫「特別公開講座」の参加者を募集します      

⑬ 映画「棘の中にある奇跡～笠間の栗の木下家～」を特別上映します 

⑭ 自衛官候補生を募集します  

⑮ 石の百年館企画展「小さな結晶展」を開催します     

⑯ 石の百年館連続講座「石の学校」の参加者を募集します 

⑰ 酒米田んぼのオーナー制度｢田んぼ生き物調査｣の参加者を募集します 

⑱ 夏休みキャンプ教室の参加者を募集します 

⑲ 笠間クラインガルテン手ぶらで夏バーベキュー体験の募集をします 

⑳ ハイハイレースの参加者を募集します    

㉑ 弁護士による臨時無料電話相談「女性の権利 110番」を開設します  

㉒ 6～7月「各種運動教室」の参加者を募集します 

座の参加者を募集します 
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 今週号から紙面のレイアウトを変更しました。 
 

■お知らせ 

①  介護および生活支援スタッフ講習の受講  

      者を募集します 

②  公共下水道工事に伴い交通規制を行います  

③  舗装復旧工事に伴い交通規制を行います 

④  農地パトロールを実施します 

⑤  不要になった小型家電製品を回収してい  

      ます 

⑥  市民センターいわまの駐車場および出入   

      口が変更になります  

⑦  木造住宅耐震診断事業を実施します 

⑧  木造住宅の耐震改修に係る補助制度を 

   開始します    

⑨  特設無料人権相談を開設します 

⑩  弁護士および大学教授による無料法律 

      相談会を開催します 

⑪  食中毒に気をつけよう！       

■趣味・体験 

⑫  子育てセミナー 

⑬  ダンス&リリース教室 

⑭  これで安心「スマホ講座」 

⑮  認知症カフェ 

    「ほっとカフェグリーンハ ウス」 

⑯  筑波山地域ジオパーク 

      筑波山山頂ジオツアー 

⑰  あたご山てんぐの森のクラフトサーカス 

⑱  天神の里「夜の昆虫観察会」  

⑲  笠間市児童館 7月イベント 

⑳  夏休みイベント「火山噴火実験」 

㉑  夏休みイベント「プロ棋士にチャレンジ!」

㉒  苦手な人のための読書感想文入門 

 

 

 
 

 ①介護および生活支援スタッフ講習の受講者を募集します 
 講習会は、厚生労働省茨城労働局の委託を受けて実施し、高齢者の就業を支援するものです。 

日時  7月 23日(月)～25日(水) 3日間  午前 10時～午後 4時 

場所  笠間市シルバー人材センター（笠間市石井 717） 

内容 介護および生活支援に関する基礎知識と技術を身につけ、介護、生活支援業務での就業を 

目指します。 

対象 （1）シルバー人材センター会員または満 60歳以上の入会希望者で、就業希望の方 

   （2）全日程参加可能な方 

定員 10名 

受講料   無料 

申込方法   窓口で直接お申し込みください。 

申込期限    7月 13日(金）※延長の場合あり 

申・問   笠間市シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373 

     

平成 30年 6月 21日 第 30‐9号 
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 ②公共下水道工事に伴い交通規制を行います 
 公共下水道工事に伴い、交通規制を行います。付近にお住まいの方、通行される方には大変ご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

規制期間 6月下旬～11月下旬（予定） 

規制区間 笠間市南友部地内（宮前交差点より北へ約 200m地点から西へ約 200m） 

規制内容 全面通行止 午前 8時 30分～午後 5時 

※工事箇所及び通行止め区間は 1日約 5ｍ間隔で移動します 

施工業者 （株）大平造園土木 

問 下水道課（内線 71141） 

 

 
規制期間  7月上旬～9月下旬（予定） 

規制区間  笠間市旭町地内（すみれこども園前から南へ約 100ｍ） 

規制内容  全面通行止 午前 8時 30分～午後 5時 

施工業者    （株）セイワ 

問 下水道課（内線 71141） 

 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③舗装復旧工事に伴い交通規制を行います 
 
 舗装復旧工事に伴い、交通規制を行います。付近にお住まいの方、通行される方には大変ご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

規制期間 6月下旬～8月中旬（予定） 

規制区間 笠間市住吉地内（柿橋団地内） 

規制内容 全面通行止 午前 8時 30分～午後 5時 

施工業者 大平建設(株) 

問  下水道課（内線 71141） 

 

 

凡　　　　　例

通 行 止

迂 回 路
 ④農地パトロールを実施します 
 
7月から 8月にかけて、農地法第 30条に基づき荒廃農地やその恐れのある農地、違反転用の早

期発見などを目的に農地パトロールを実施します。 

調査にあたり農業委員および農地利用最適化推進委員が農地内に立ち入ることやお話を伺う

こともありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

また、これから夏にかけて雑草が生い繁る季節となります。管理がされていない遊休農地は、

不法投棄や病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、近隣の農地や住民に大変な迷惑がか

かる可能性がありますので、耕起、草刈等の適切な管理をお願いします。 

問 農業委員会事務局（内線 73141） 

 ⑤不要になった小型家電製品を回収しています 
 
 7月 2日から、現在の回収品目にパーソナルコンピューター（ノートブック型）を追加します。 

    さらなる資源のリサイクルおよび、ごみの減量化に取り組んでいきますので、リサイクルへの

ご協力をお願いします。 

回収場所 環境保全課、笠間支所地域課、岩間支所地域課 

回収方法 上記の回収場所に直接お持ちください。（回収手数料はかかりません。） 

※個人情報は必ず消去してからお持ちいただくようお願いします。 

※危険防止のため、分解した家電のお持込みはご遠慮ください。 

※取り外しが容易な乾電池やバッテリー等は外して持ち込んでください。 

問 環境保全課（内線 126） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 
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至岩間駅方面 

出入口 

至 R355方面 

来庁者駐車場 
市民センター 

いわま 

来庁者駐車場 

職員駐車場 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

 

 

出入口 
至友部方面 

駐輪場 ATM 

工事中閉鎖 

工事関係者駐車場 

来庁者駐車場 

出入口 

 

 ⑥市民センターいわまの駐車場および出入口が変更になります 
  
 市民センターいわまは現在、空調機器等の老朽化、内外装材の劣化等に伴う改修工事を行って

います（工事完了：8月末予定）。 

 7月初旬に一部工事が完了し、7月 12日（木）以降の工事期間中、駐車場および出入口につい

て次のとおり変更となります。  

・駐車場出入口 3か所はすべて使用できます。 

・北側の庁舎出入口は使用できません。正面および南側の庁舎出入口をご利用ください。 

・駐輪場は正面玄関脇をご利用ください。 

 ※時期については天候等により前後することがありますので、ご了承ください。 

 ※ATMはご利用になれます。 

 工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、各施設の状況は次のとおりとなります。 

施設名 状況 

1階 
行政部門 通常業務 

子育て支援センター「くりのこ」 7月から業務開始 

2階 岩間図書館 8月から業務開始 

3階 岩間公民館 通常業務 

問 岩間支所地域課（内線 73122） 

 

 

      健康・医療・介護・育児など２４時間年中無休無料で相談が受けられます。     
④ページ    かさま健康ダイヤル２４ ０１２０－３９９２－０１          

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦木造住宅耐震診断事業を実施します 
 
 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、専門的知識を

有する「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た事業です。 

診断概要   ・茨城県知事が認定した「茨城県木造住宅耐震診断士」を派遣します。 

         ・建築物の耐震性を目視及び建築時の図面により診断します。 

※この診断は、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   ・ 笠間市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（住宅以外の床面積が過

                            半でないもの ）で、階数が 2階以下かつ延べ床面積 30平方メートル以  上のもの。 

                   ・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。 

       ・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。 

※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

    は対象外です。 

対象者  上記の対象住宅の所有者で、税の滞納をしていない方。 

診断費用 個人負担 2,000円 

募集戸数  7～10戸程度 

申込期間  7月 2日から 11月 30日まで （予定戸数に達した時点で受付は終了となります。） 

申込方法 申請書に必要書類を添付の上、都市計画課にご提出下さい。 

申・問  都市計画課（内線 586） 

 

 

 

 ⑧木造住宅の耐震改修に係る補助制度を開始します 
 
平成 30 年度から住宅の耐震改修設計や、耐震改修工事を行う方を対象に、その費用の一部を

補助する制度を開始します。 

補助対象建築物 

  ・昭和 56年 5月 31日以前に着工された戸建住宅であること。 

  ・併用住宅の場合、住宅以外の床面積が過半でないもの。 

  ・建築確認を受けて建築されたもの。 

  ・延べ床面積 30㎡以上で、地上階数が 2以下であること。 

  ・耐震診断を受けており、上部構造評点（耐震性の評価）が 1.0未満であること。 

補助対象者 

     ・補助対象建築物の所有者であること。 

  ・自己又は 2親等以内の親族の居住の用に供するために事業を行う者であること。 

  ・市税を滞納していないこと。 

補助対象事業と補助率 

〇耐震改修計画事業 

  耐震診断を実施した後、補助対象建築物の上部構造評点を 1.0以上に向上させるために耐震

改修計画(設計)を作成する事業。 ※補助率：事業に要した費用の 2/3以内（10万円が限度） 

〇耐震改修工事事業 

  耐震改修計画に基づき、改修工事を行う事業であって、当該工事により建物の上部構造評点

が 1.0以上となるもの。ただし、当該計画を作成した診断士が工事監理を行うことを条件と

する。 ※補助率：事業に要した費用の 23％以内（30万円が限度） 

募集戸数   各事業につき 1～3戸程度 

申込期間    7月 2日から 11月 30日まで （予定戸数に達した時点で受付は終了となります。） 

申込方法   事前に都市計画課までご相談ください。 

申・問   都市計画課（内線 586） 
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 ⑩弁護士および大学教授による無料法律相談会を開催します 
 

期日 相談員 

7月 25日（水）、8月 16日（木） 弁護士 安彦
あ び こ

 和子
か ず こ

さん 

7月 20日（金）、8月 6日（月） 大学教授 山口
やまぐち

 康夫
や す お

さん 

相談時間 午前 10時～午後 3時（正午～午後 1時を除く） 

場所 地域交流センターともべ         （笠間市友部駅前 1-10） 

内容 ※相談は 1件あたり 1時間程度です。 

※お受けできるのは相談のみで、弁護士に案件を依頼することはできません。 

※すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。 

定員 各 4名（先着順） 

申込方法  電話でお申し込みください。 

申・問  笠間市消費生活センター ℡ 0296-73-6877 

 

 ⑨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 7月 18日（水）午前 10時～午後 3時（最終受け付けは午後 2時 30分） 

  場所 地域福祉センターともべ【旧友部社会福祉会館】（笠間市美原 3-2-11） 

  問 社会福祉課（内線 157） 

 

 ⑪食中毒に気をつけよう！ 
 細菌による食中毒が増えるのは、気温が高く、細菌が育ちやすい 6月から 9月ごろです。食中

毒の原因は人の皮膚や腸など身近にいる菌のため、家庭での食事作りでの予防が大切です。 

・食中毒を起こす主な細菌やウイルス 

種類 原因 症状 食品の例 

腸管出血性大腸菌

(O157,O111など) 

加熱が不十分な肉や生

野菜、生肉 

食後 12～60 時間で、腹

痛や水のような下痢、出

血性の下痢 

加熱が不十分な肉、よ

く洗っていない野菜、

井戸水やわき水 

カンピロバクター 
加熱が不十分な肉、 

飲料水、生野菜 

食後 2～7日で、吐き気、

下痢、発熱、腹痛 

加熱が不十分な焼き

鳥、井戸水やわき水 

サルモネラ菌 

加熱が不十分な卵・肉・

魚 

食後 6～48時間で、 

吐き気、腹痛、下痢、 

発熱、頭痛 

 生卵、オムレツ、 

レバ刺し 

黄色ブドウ球菌 

加熱後に手作業をする

食べ物（人の皮膚、鼻や

口の中にいる菌のため） 

食後 30 分～6 時間で、

吐き気、腹痛 

おにぎり、お弁当、 

巻きずし、調理パン 

腸炎ビブリオ 
生の魚介類 食後 4～96時間で、激し

い下痢や腹痛 

刺身、寿司 

・予防法 

（1）肉・卵は十分に加熱調理(中心部を 75℃以上で 1分間以上加熱)する。 

（2）卵の生食は新鮮なもののみにする。 

（3）肉・魚は他の食品と調理器具や容器を分けて、処理や保存を行う。 

問  保健センター ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑥ページ         猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭これで安心「スマホ講座」 
  
  自分のスマホ（スマートフォン）を使って学びます。時間は午前 10時～11時 50分です。 

日時    内 容 

8月１日（水） 安全スマホ活用塾：情報漏えい・ウイルス・ネット詐欺対策 

8月 8日（水） スマホ基本操作塾：ネット検索・アプリ・地図の使い方 

8月 22日（水） スマホコミュニケーション塾：LINE・メールの使い方 

8月 29日（水） スマホ応用塾：SNSでの情報発信 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

講師 塩畑
しおはた

 貴志
たかし

さん他 1名 

対象 市内在住・在勤の方 

定員 15名（先着順） 

参加費 各講座 600円（当日徴収） 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期間 7月 12日から空きがあれば当日も受け付けできます。（定員なり次第締め切り） 

申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

 

 

 

 ⑫子育てセミナー 
  
 親子で子育てのポイントが学べます。全 8回、参加は 1回でもできます。 

日時  7月 8日（日）午後 3時～4時 30分 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1－10） 

内容 「上手なほめ方を覚えましょう～ほめ方にもコツがあります～」 

講師 NPO法人すだち キャリアコンサルタント 須田
す だ

 眞理子
ま り こ

さん 

対象 中学生以下の子どもをもつ保護者の方  

定員 20名（先着順） 

参加費 無料 ※託児つきです   

主催 笠間市ファミリーサポートセンター、民間学童すまいる（NPO法人すだち）   

後援 笠間市教育委員会 

申込方法 電話または、FAX、メールでお申し込み下さい。 

申・問  民間学童すまいる  ℡ 080-3503-2290   FAX 029-259-27  メール msuda21@i.softbank.jp 

   
 ⑬ダンス&リリース教室 
 
 1回の教室でズンバとヨガが体験できるお得な教室です。初回は無料体験できますので、 

お気軽にご参加ください。 

日時 7月 3日・24日・31日、8月 7日・21日・28日の各火曜日 午後 2時～3時 

   ※7月 10日・17日は休み 

場所 笠間市総合公園管理棟会議室（笠間市箱田 867-1） 

講師 フィットネスインストラクター 松浦
まつうら

葉子
ようこ

さん 

対象 高校生以上 

定員 20名（先着順） 

参加費  1回 500円 

持ち物  運動できる服装、室内シューズ、タオル、飲み物、ヨガマット（無料レンタル有り） 

申込方法 直接またはお電話でお申し込みください。受付時間：午前 9時～午後 5時 

     ※空きがあれば、開催日前日までお申し込みできます。 

申・問   笠間市指定管理者（NPO日本スポーツ振興協会）   ℡ 0296-72-9330  

 

平成 30年 6月 21日 第 30‐9号 

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。 ⑦ページ  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯筑波山地域ジオパーク筑波山山頂ジオツアー 
  
筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイドの案内のもと、筑波山山頂近くに残る自然や

歴史・文化を散策するツアーです。関東平野を見渡す静寂な空気に触れ、ブナの木陰で森林浴を

楽しみながら、心も身体もリフレッシュしませんか？皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時 8月 5日（日）午前 9時 40分～午後 0時 10分 

             ※午前 9時 35分までに集合（雨天決行、荒天中止） 

    集合場所   筑波山ケーブルカー筑波山頂駅前 

【コース（予定）】   筑波山頂駅前→ 立身石 → 御幸ヶ原 → ガマ石 → 女体山山頂 →セキレイ石  

                                         紫峰杉 → 筑波山頂駅前 

講師  筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイド 

対象  健脚な方 

定員  30名（先着順） 

持ち物   軽登山用の靴と服装、雨具、飲み物など 

                   ※歩きやすく滑りにくい靴、日焼けや虫刺され等を防ぐ長袖シャツ・長ズボンでお越し

                   ください。 

参加費  300円 ※資料・保険代等を含みます。筑波山頂駅前までの交通費は自己負担となります。 

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、メー

                      ルまたは電話でお申し込みください。 

申込期限   7月 23日（月）午後 5時 15分 

申・問   筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局（つくば市ジオパーク室） 

                   ℡ 029-883-1111  FAX 029-868-7615 メール geo298@city.tsukuba.lg.jp 

                   ※電話の場合、平日の午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

 ⑮認知症カフェ「ほっとカフェ グリーンハウス」 
 

 「ほっとカフェ グリーンハウス」は認知症の人とご家族を応援するカフェです。認知症を学ん

だり、相談したり、癒されたりしながら、楽しいおしゃべりをお楽しみください。時間内であれ

ば、出入り自由です（予約不要）。 

 今回は、一緒にハーバリウム作りに挑戦してみませんか？（要予約） 

日時 7月 15日（日） 午後 1時 30分～4時 

場所  軽費老人ホーム ケアハウスかさま（笠間市石井甲 32-1） 

内容 お茶とお菓子等を楽しみながらの交流会 ※毎月第 3日曜 

対象 認知症の症状のある方、認知症について関心のある方 

参加費 300円 

○ハーバリウムを作ろう！ 

日時     7月 15日（日）午後 1時 30分～（1時間程度） 

定員    10名程度 

参加費 800円（材料費含む） 

講師 山口
やまぐち

 典子
の り こ

さん 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 6月 25日（月）～7月 5日（火） 

受付時間 午前 10時～午後 5時 

申・問 ケアハウスかさま（担当：畑岡・飯島） ℡ 0296-70-1100  

 
｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
⑧ページ      http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 

javascript:setAdrListAddress('',%20'geo298@city.tsukuba.lg.jp');


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 笠間市児童館 7月イベント 
 

日時 
7月 14日（土） 

  午前 10時～ 

7月 23日（月） 

午後 2時～ 

7月 29日（日） 

午後 4時～5時 

※雨天決行 

内容 

「おもしろ理科先生」 

牛乳パックに電極をつな

ぎパンを焼きあげます 

「レッツ スポーツ‼」 

キンボールで 

楽しく遊ぼう 

「祭りだ！ワッショイ‼」 

かき氷、ヨーヨー釣り、 

輪投げなどのお店がでます 

講師 飛田
と び た

 隆
たか

久
ひさ

さん  小池
こ い け

 幸子
さ ち こ

さん 児童館スタッフ 

対象 小学生以上 小学生以上 4歳以上 

定員 16名（先着順） 20名（先着順） 80名（先着順） 

参加費 100円（材料費） 無料 無料 

申込

期間 
7月 5日（木）～12日（木）  

7月 21日（土）～27日（金） 

※整理券配布（本人のみ１枚） 

申込

方法 
窓口に直接または、電話 不要 

   窓口に直接 

※整理券のない方は参加できません 

※「おもしろ理科先生」：アレルギーのある方は参加できません。 

申・問  笠間市児童館（笠間キッズ館）℡ 0296-77-8340 

 

   ⑰あたご山てんぐの森のクラフトサーカス                 
  

 気持ちのいい森の中で、ものづくり女子たちが奏でるクラフト＆ミュージック。今年は、午後

5時から「魔女の夜まつり」も開催します。 

日時 7月 14日（土）午前 10時～午後 9時、15日（日）午前 10時～午後 4時 

場所 愛宕山天狗の森公園（笠間市泉 99-15） 

問 womanwoman実行委員会 メール yopy24@icloud.com 

 

 ⑱天神の里「夜の昆虫観察会」 
 

夜の昆虫観察会を行います。昨年はヘイケボタルが飛んでいたり、クロマドボタルをそっとの

ぞいたりしました。また、セミが羽化しているところも見ることができました。どんな虫たちが

活動しているか、みんなで楽しく観察してみませんか。参加費は無料です。 

日時 7月 21日（土）午後 7時集合  観察：午後 7時 15分～8時 30分 

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近）※荒天中止 

持ち物  懐中電灯、筆記用具、飲み物、汗拭きタオル等 

    ※長袖・長ズボンなど虫に刺されない服装で参加下さい。 

定員 50名（定員を超えた場合は抽選）※小学生以下は保護者同伴 

申込方法 電話で申し込みください。※詳細については、後日参加者に通知します。 

申込期限  7月 12日（木） 

申・問  環境保全課（内線 125） 

 

 

平成 30年 6月 21日 第 30‐9号 

 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 

℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。）       ⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳夏休みイベント「火山噴火実験」 
 
 火山の噴火について実験を通してそのメカニズムを学びます。夏休みの自由研究の参考にして

はいかがでしょうか？ ぜひご参加ください。 

日時  7月 28日（土）午前 10時～正午 

場所  笠間図書館 2階ホール（笠間市石井 2023-1） 

内容  身近な材料で安全に「マグマの噴火実験」「爆発的噴火実験」「火山灰の噴火堆積実験」等

              を行います。 

講師  理学博士、産業技術総合研究所研究員 高田
たかだ

 亮
あきら

さん 

対象  小学 4年生～中学生 

定員  30名（先着順） 

申込方法    窓口で、直接または電話でお申し込みください 

申込期間     7月 7日（土）～22日（日） 午前 9時～午後 7時まで 

申・問   笠間図書館（0296-72-5046） 

 ㉒「苦手な人のための読書感想文入門」 
 
 岩間図書館では、小学生を対象に読書感想文の書き方講座を開催します。作文が苦手な人でも

書きやすい方法をアドバイスします。図書館で夏休みの課題に取り組んでみませんか。 

日時  8月 3日(金)、8月 10日（金）※全 2回 

   小学 1～3年生：午前 10時～11時 30分、小学 4～6年生：午後 1時 30分～3時  

場所 岩間図書館 学習室（笠間市下郷 5140） 

内容  2日間で感想文の下書きを完成させます。 

 1日目：感想メモを作ろう  2日目：感想メモをつなげて、作文にしよう 

対象 小学生（1～3年生は保護者同伴）※  2日間とも参加できる方 

定員 各 10名（先着順） 

申込方法   電話でお申し込みください。受付：午前 9時～午後 5時（月曜日を除く） 

  ※7月 21日（金）までに感想文を書く本の題名をお知らせください 

申込期間    7月 4日（水）～14日（土） 

申・問   岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 

 

 ㉑夏休みイベント「プロ棋士にチャレンジ!」 
  
 小中学生を対象に、日本将棋連盟のプロ棋士による指導対局が受けられます。 

 ぜひこの機会にプロ棋士に挑戦してみましょう！ 

日時 7月 30日（月）開場・受付：午後 1時 開始：午後 1時半 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

対象 小中学生  

定員 20名程 

参加費  1,000円 

申込方法  電話でお申し込みください。席があれば当日でも参加可能です。 

申・問 地域交流センターともべ      ℡ 0296-71-6637 

  ⑩ページ    【回覧】次号は 7月 5日発行 第 30-10号 

 


