
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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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■お知らせ 

①  水の事故、草刈り事故にご注意ください 

②  笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を実施    

      します  

③  市政に対するご意見ご要望をお聞きします 

④  事業用施設等を新・増設するには書類の提出 

      が必要です 

⑤  社会教育推進事業補助金を交付します 

⑥  公共下水道管の布設替工事に伴い交通規制    

      を行います 

⑦「笠間のまつり」開催に伴い市営荒町駐車場 

      の利用を制限します 

⑧  夏の交通事故防止県民運動を行います    

⑨  ペットはルールとマナーを守って正しく飼    

      いましょう 

⑩  障がいに関する相談窓口をご案内します 

⑪  水田航空防除（無人ヘリ）を実施します  

⑫  エコフロンティアかさま監視委員会を開催    

      します 

⑬  健康診査（7月～9月分）を実施します 

⑭  後期高齢者医療保険料の期限内納付をお願    

      いします 

⑮  認知機能検査の実施場所が追加されました 

⑯  看護師と看護助手を募集します 

⑰  カセットボンベ・スプレー缶類のごみの出し 

   方にご注意ください  

 

■趣味・体験 

⑱  出前講座「2018世界湖沼会議と私達」 

⑲  天神の里「釣り大会」 

⑳「笠間市の日」Ｊ2公式戦、 

   水戸ホーリーホック vs栃木 SC戦 

㉑  十六夜
いざ よい

まつり展 

㉒  井筒屋和服 Day「浴衣着付け教室」 

㉓  読書感想画教室 

㉔  みんなでたいけん！うつわをデザイン！ 

      ユニバーサルデザインうつわ 

㉕  ボランティア体験 

    「チャレンジボラン ティアスクール 2018」 

㉖  トモア ワークショップ 

㉗  第 2回かさま手づくりフェスタ 

㉘  生ビールとハワイアンミュージックの夕べ 

㉙  オーストラリアン・ハーバリウム 

  

■お詫びと訂正 
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 ①水の事故、草刈り事故にご注意ください 
農作業が盛んになる季節は、台風等による大雨も伴い、ため池や河川の増水が予想されます。

場所によっては、水深が 1メートル以上となり、思わぬ事故が発生し、大変危険です。これから

夏休みに向かい、子どもたちの痛ましい事故を未然に防ぐため、水場で遊ばないよう家族で話し

合ってください。もし、子どもたちが水場で遊んでいるのを見かけたら、地域の皆さんで声かけ

をお願いします。 

 また、各土地改良区や水利組合等の草刈り作業においては、例年思いがけない事故が発生して

います。特に刈払機を使用の際には、各作業者が充分な間隔を取り、細心の注意を払って安全な

作業を行ってください。 

問 農政課（内線 529）、笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0531 

        石岡台地土地改良区 ℡ 0299-22-2010、霞ヶ浦用水土地改良区 ℡ 0296-43-0885 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を実施します 
 
 笠間市政治倫理審査会から、市長、副市長、教育長および市議会議員の「資産等報告書」およ

び「所得等報告書」の審査結果について意見書が提出されましたので、次のとおり閲覧を実施し

ます。 

閲覧期間 平成 30年 7月 9日（月）から 5年間 ※但し、土、日、祝日、年末年始は除く。 

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市政に対するご意見ご要望をお聞きします 
 
 広く市民の皆さんから市政に対するご意見・ご要望を、市長をはじめ、職員が直接お聞きする

市政懇談会を開催します。今後の市政運営に反映させるとともに、市民の皆さんと行政がお互い

の情報を交換し合い、交流を図ることを目的としています。 

 参加申込みの必要はありませんので、お気軽にご参加ください。 

日時  7月 18日（水）午後 7時～8時 30分 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

※平成 30年度の市政懇談会は 7月で終了予定です。 

問 秘書課（内線 225） 

 
  ④事業用施設等を新・増設するには書類の提出が必要です 
 
 県では、県内において事業用施設や事務所等を新設・増設した企業や、個人が利用できる「県

税の特別措置（課税の免除・軽減税率）」を設けています。県税の特別措置を利用するにあたっ

ては、各種の要件があり、また定められた期限までに書類の提出が必要です。 

 詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。 

  【対象税目】法人事業税、不動産取得税、個人事業税、県が課税する固定資産税 

 申・問  茨城県水戸県税事務所 （水戸市柵町 1-3-1） 

                  課税第一課 ℡ 029-221-4800   課税第二課 ℡ 029-221-4820 

  

  ⑤社会教育推進事業補助金を交付します 
 社会教育関係団体が、地域の特性を活かして市民を対象とした事業・活動を展開していくため

に必要な経費に対して、補助金を交付します。交付にはいくつかの条件がありますので、詳しく

は生涯学習課までお問い合わせください。 

対象者 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であることなど、いく

つかの条件があります。 

対象事業  ・地区、地域の市民を対象とした社会教育に関する講演会や講習会 

・異年齢交流事業（地域交流競技会、レクリエーション、三世代交流等） 

 ・青少年に対するボランティア活動や社会奉仕体験活動、自然体験活動等の事業など 

補助金額   経費の 2分の 1以内で、事業内容によって 5万円から 15万円までの範囲で限度額が 

  定められています。 

対象経費   報償費、使用料及び賃借料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費 

  ※補助対象事業に要する経費であっても、食料費や備品類など、対象とならないもの

   があります。 

応募期限    9月 7日(金) 

注意事項   申請のあった事業は、審査会で適切と判断した場合にのみ補助金を交付します。 

  交付の是非は 10月頃に各団体に文書でお知らせします。 

問 生涯学習課（内線 385） 

 
 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥公共下水道管の布設替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 7月中旬～1月下旬（予定） 

規制区間 笠間市手越地内（手越踏切より西へ約 500ｍ） 

規制内容 全面通行止め（午前 8時～午後 5時） 

施工業者 ㈱柴山土建 

問 下水道課（内線 71141） 

 ⑦「笠間のまつり」開催に伴い市営荒町駐車場の利用を制限します 
 
 市営荒町駐車場を本部会場として、8月 18日（土）に「光のオブジェ（ねぶた）＆神輿パレー

ド」を開催します。開催の準備・片づけ等に伴いまして、市営荒町駐車場の利用を制限します。

利用者の方々にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。 

期間  7月 17日（火）～8月 12日（日）駐車場内一部（敷地東側約 60台分）利用不可 

    8月 13日（月）～8月 19日（日）駐車場全面利用不可 

    8月 20日（月）～8月 31日（金）駐車場内一部（敷地東側約 60台分）利用不可  

場所  笠間市営荒町駐車場（笠間市笠間 1556）  

 問 笠間のまつり実行委員会事務局（笠間市商工観光課 観光戦略室内 内線 517） 

 

 ⑧夏の交通事故防止県民運動を行います 
 
 夏の開放感、暑さや疲労などによる交通事故の多発が懸念されるため、交通事故防止の徹底を

図ることを目的に、夏の交通事故防止県民運動を行います。 

【運動の期間】 7月 20日（金）～31日（火） 

【スローガン】 「ヘルメット 自分を守る パートナー」 

【運動の重点】   (1)歩行者（特に子どもと高齢者）の保護 

                                    (2)飲酒運転・スピード違反・疲労による運転等の防止 

                                    (3)自転車の安全利用の推進 

※笠間市では、関係機関・団体と合同で、7月 20日（金）午後 4時 30分から国道 355号バイ パ 

    ス土師交差点にてドライバーへの「啓発キャンペーン」を実施します。 

問 市民活動課（内線 135） 
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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。 ③ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ペットはルールとマナーを守って正しく飼いましょう 
ペットの放し飼いやふん尿による被害が増えています。ペットを飼うときは動物の習性を正し

く理解し、周囲に迷惑かけない「心くばり」と「しつけ」を心掛けましょう。 

【放し飼いはやめましょう】 

 散歩のときは引き綱を必ずつけて、いつでもペットを制止できる人が同行しましょう。自宅で

もきちんと管理しましょう。 

【犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です】 

「鑑札・注射済票」は迷子札になります。必ず首輪に装着しましょう。 

【猫は室内で飼いましょう】 

 交通事故や感染症、ご近所へのふん尿やいたずらなど、トラブルを避けるために猫は室内で飼

いましょう。 

【環境美化に努めましょう】 

散歩中での「ふん」は、必ず持ち帰りましょう。 

【ペットを捨てないで】 

 犬や猫などペットは家族の一員です。終生、愛情と責任を持って飼いましょう。無責任に捨て

ることは絶対にやめてください。動物の遺棄は犯罪です。 

【繁殖を望まない犬猫の不妊去勢手術は飼い主の責務です】 

 不幸な命を作らないために繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を受けましょう。市では飼い

犬、飼い猫の不妊去勢手術に対して補助事業を実施しています。 

問 環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（72115） 岩間支所地域課（73115） 

 ⑩障がいに関する相談窓口をご案内します  
 
 相談内容により各窓口が設けられています。お気軽にご相談ください。 

相談内容 窓  口 連絡先 

 

障がいに関する相談 

 

笠間市基幹相談支援センター「道」 0296-73-5177 

(福)ひだまり会 

水戸市精神障害者地域生活支援センター「かさはら」 
029-305-5851 

(福)ひだまり会 

地域活動支援センター「ディライトホーム」 
029-254-7815 

笠間市役所社会福祉課 0296-77-1101 

精神保健に関する相談 
(福)光風会 生活支援センター「風（FOO）」 029-302-5385 

心の電話カウンセリング（茨城県精神保健福祉センター） 029-244-0556 

難病に関する相談 水戸保健所 029-241-0100 

就労に関する相談 
ハローワーク笠間 0296-72-0252 

茨城障害者職業センター 0296-77-7373 

障がいを理由とする 

差別に関する相談 
障害者差別相談窓口（茨城県総合福祉会館内） 029-246-6049 

虐待、差別に関する相談 笠間市役所社会福祉課 0296-77-1101 

問 社会福祉課（内線 180） 

    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          

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪水田航空防除（無人ヘリ）を実施します 
 
病害虫被害の軽減、農作業の省力化および良質米の生産を期するため、産業用無人ヘリコプタ

ーによる航空防除を実施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。 

 皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

地区 予定日 散布区域 

友部 

7月 25日（水） 
八反山、星山、橋爪、旧陣屋、大田町の一部（水戸線南側）、南友部、

滝川、下市原、中市原、上市原、小原の一部 

7月 26日（木） 小原、南友部の一部、鴻巣、五平 

7月 27日（金） 
湯崎、住吉、随分附の一部、柏井、仁古田、長兎路、大沢、柿橋、 

住吉大沢 

岩間 7月 27日（金） 
上郷、下郷、吉岡、市野谷、泉、福島、小島、新渡戸、土師、押辺、

安居 

笠間 

7月 28日（土） 福田、飯田、日草場、広谷原、馬廻、逆川、新堤、大渕（一丁田） 

7月 29日（日） 
大橋、池野辺、大郷戸、片庭、箱田、寺崎、日沢、金井、石寺、 

大渕（西大渕、住ノ内） 

7月 30日（月） 
石井、下市毛、本戸、来栖、南吉原、北吉原、大古山、手越、福原、

稲田、飯合 

※散布は午前 5時から行います。雨天や強風の場合は上記の予定が順延になります。 

使用薬剤 

地区 薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名 

友部 

笠間 
アミスターアクタラ SC 

いもち病・紋枯病  

カメムシ類 
8倍 

アゾキシストロビン 

チアメトキサム 

岩間 アミスタートレボン SE 
いもち病・紋枯病 

カメムシ類 
8倍 

アゾキシストロビン 

エトフェンプロックス 

安全対策 

①人体に薬剤がかかった場合は速やかに石鹸等で洗い流してください。 

②散布区域内の水稲や水田周辺の雑草等に触ったり、用水路等での水遊びはしないでください。

危被害防止対策 

①洗濯物は散布終了後に干してください。 

②販売または出荷する野菜等が水田に隣接している場合は連絡してください。 

③水田周辺に自動車等の駐車は避けてください。やむを得ない場合はオートカバーをお渡ししま   

    すので事前に連絡してください。 

問 県央南農業共済組合（笠間市来栖 138-5） ℡ 0296-72-7321 

平成 30年 7月 5日 第 30‐10号 

 ⑫エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
 
日時  7月 26日（木）午後 2時～ ※傍聴受付：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   

                 施設の維持管理 

    (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

  国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   ⑤ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬健康診査（７月～９月分）を実施します 
 
 胃がん検診のある健康診査、子宮がん検診・乳がん検診のお申し込みを受け付けています。土・

日曜日も実施しています。あなたの健康を守るために年に１度は健診を受けましょう。 

<胃がん検診のある健康診査> 

健診項目：特定健診・生活習慣病予防検診・高齢者健診のいずれか、結核・肺がん検診、胃がん

検診、大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）の検診で希望するもの。 

健診場所 健診日 受付時間 

保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

8月 23日（木）  

 

午前７時～10時 30分 

（１時間毎に受付） 

9月  4日（火） 

9月 18日（火） 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 8月 26日（日） 

※ 胃がん検診は、胃や腸の病気で治療中の方、手術をした方、当日の血圧が著しく高い方など受

     診できない場合もあります。 
 

<子宮頸がん検診・乳がん検診> 

健診場所 健診日 受付時間 

笠間公民館 9月 14日（金）※ 午前 10時～10時 30分 

（乳がん検診のみ） 

午後 0時 30分～１時 

（子宮頸がん・乳がん検診） 

※印の検診日は午後のみの 

検診となります。 

保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

7月 21日（土）※ 

8月  3日（金） 

9月  2日（日） 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

7月 26日（木） 

9月  3日（月） 

○定員となり次第、受付を終了します。ご連絡をいただいた時点で受付を終了している場合もあ

りますのでご了承ください。 

○上記以外の日程・胃がん検診のない健康診査（予約不要）および個人負担金等、詳細について

は保健センター年間予定表（P.1～6）をご覧ください。 

○地域ポイント制度の付与対象になります。 

申込方法    窓口または電話でお申し込みください。 

申・問 保健センター（笠間市南友部 1966-1）  ℡ 0296-77-9145  

 ⑭後期高齢者医療保険料の期限内納付をお願いします 
  
     後期高齢者医療保険に加入されている方（年金天引きの方を除く）に、平成 30 年度後期高齢

者医療保険料の納入通知書を 7月 12日（木）に発送します。第 1期の納期限は７月 31日（火）

です。なお、年金天引きの方の保険料額決定通知書は 7月 31日（火）に発送します。 

【口座振替を利用されている方】 

 振替日（納期限日）の前日までに、指定口座の預貯金残高を確認してください。 

【納付書を利用する方】 

 納付書裏面の納付場所で納付してください。なお、納入通知書には第 2期から第 8期の納付書

も同封されていますので、納め忘れにご注意ください。 

※口座振替の登録をお願いします。 

 登録は市内金融機関または郵便局の窓口に、預貯金通帳、通帳の届出印、納入通知書を持参の

上、お申し込みください。 

問 保険年金課（内線 142）、 笠間支所市民窓口課（内線 72123）、岩間支所市民窓口課（内線 73181）  
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 ⑯看護師と看護助手を募集します 
 
 笠間市立病院では、臨時職員（看護師及び看護助手）を下記により募集いたします。 

【看護師】 

勤務内容  外来（内科など）・病棟の看護業務 

雇用期間   8月 1日(水)～平成 31年 3月 31日（日） 

勤務時間 
午前 8時 30分～午後 5時 15分（7時間 45分勤務） 

週 5日（ローテーション勤務により、土・日曜日も含、勤務日は応相談。） 

募集人数  1名 

賃金 1,580円/時間 ※別途通勤手当支給あり 

資格等 正看護師 

福利厚生  社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり 

【看護師】 

勤務内容  平日及び日曜日の外来（内科）の看護業務 

雇用期間  7月 20日（金）～平成 31年 3月 31日（日） 

勤務時間  平日 午後 7時～9時、日曜日 午前 9時～午後 5時 

募集人数  2名 

賃金 平日 6,000円/日、日曜日 13,860円/日 ※別途通勤手当支給あり 

資格等 看護師 

福利厚生  年次有給休暇の付与あり 

【看護助手】 

勤務内容  入院病棟の看護助手業務 

雇用期間  8月 1日(水)～平成 31年 3月 31日（日） 

勤務時間     午前 8時 30分～午後 5時 15分（7時間 45分勤務）、週 5日（月～金曜日）  

募集人数  1名 

賃金 880円～900円/時間（別途通勤手当支給あり） 

資格等 特になし（ホームヘルパー2級の資格有の場合 900円/時間） 

福利厚生  社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり 
 
申込方法 市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入の上、本人が直接持参してください。（履

                      歴書は返却しませんので、ご了承ください） 

申込期限 7月 19日（木） 

申・問 市立病院 経営管理課 ℡ 0296-77-0034 

 

 
 

 ⑮認知機能検査の実施場所が追加されました 
 
75歳以上の方が運転免許を更新する場合、あらかじめ認知機能検査を受けなければならないこ

とになっています。4 月から、笠間公民館でも認知機能検査を受けることができるようになりま

した。検査を受けるには、予約が必要ですので、電話でお申し込みください。 

笠間市以外でも受検できます。詳しい実施場所は、茨城県警察のホームページをご覧ください。 

申  自動車教習所希望の方→最寄りの自動車教習所へ 

         笠間公民館希望の方→茨城県警察運転免許センターへ 

問  茨城県警察運転免許センター 高齢者講習相談専用電話 ℡ 029-240-8150  

 

平成 30年 7月 5日 第 30‐10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  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱出前講座「2018世界湖沼会議と私達」 
 
 今年は、茨城県で世界湖沼会議が開催されます。涸沼・霞ヶ浦の上流域に住む私達は、世界湖

沼会議とはどんな会議なのか、歴史と未来に向けて一人一人の取り組みとして、どう向き合うべ

きかを勉強します。湖沼会議を理解して、県内で開催されるサテライト会場での環境関連行事へ

積極的に参加しましょう。 

日時  8月 1日（水）午前 10時 30分～11時 30分     受付：午前 10時 10分～ 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

講師 茨城県霞ケ浦環境科学センター 沼澤
ぬまさわ

 篤
あつし

さん 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選）  

参加費   無料 ※筆記用具をご持参ください。 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申込期限    7月 26日（木） 

申・問  環境保全課（内線 125） 

 

 ⑲天神の里「釣り大会」 
 
 ビオトープ天神の里「天神池」で、釣竿を手作りし、釣れた魚を観察しましょう。釣り道具や

えさは用意します。釣り上げた魚の持ち帰りはできません。 

日時  8月 4日（土）午前 9時（集合）～正午 ※荒天中止 

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近）  

対象 小学 6年生以下（小学 3年生以下は保護者同伴） 

定員 25名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  200円（材料費） 

持ち物  バケツなどの入れもの、飲み物   ※履物は長靴をおすすめします。 

申込方法   電話でお申し込みください。※詳細は後日、申込者に通知します。 

申込期限   7月 26日（木） 

申・問   環境保全課（内線 125） 

 

 ⑰カセットボンベ・スプレー缶類のごみの出し方にご注意ください 
 
笠間・水戸環境組合において不燃ごみの破砕処理中に爆発事故が発生し、処理施設の一部が損

傷しました。原因は、不燃ごみの中にスプレー缶やカセットボンベ類が混じっていて、これらの

可燃性ガスによる爆発ではないかと推定されます。 

カセットボンベ・スプレー缶類や爆発などの恐れのあるごみを出す際には、以下の内容を必ず

ご確認いただき、正しい分別、適正な処理をお願いします。 

【カセットボンベ・スプレー缶類】中身を使い切り、必ず穴を開けてください。 

【使い捨てライター】使い切るか、ガス抜きをしてください。 

【消火器】収集しません。販売店にお問い合わせください。 

問 環境保全課（内線 127） 

｢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。 
 http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
⑧ページ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳「笠間市の日」Ｊ2公式戦、水戸ホーリーホック vs栃木 SC戦 
 
笠間市在住・在学の方を、メインサイド席へ無料招待します。 

日時  7月 25日(水)「笠間市の日」午後 7時キックオフ 

場所 ケーズデンキスタジアム水戸 (水戸市小吹町 2058-1)  

【チケットの配布方法】※試合当日午後 4時から配布 

配布場所 ケーズデンキスタジアム水戸、メインゲート付近の特設テント「笠間市民チケット交

  換所」にて配布 

座席種別 メインサイド席（エリア指定）※希望者多数の場合、ゴール裏（芝生席）になる場

 合もあります。 

持ち物 笠間市在住・在学であることが確認できるもの（大人：運転免許証等、小中学生：学校

                  の名札等） 

問  スポーツ振興課（内線 392） 

 

 ㉑十六夜
い ざ よ い

まつり展 
 
 陶の小径の焼きもの店の陶芸作品の展示を行います。今年のテーマは、筒灯りの花生けや、香

りへの展開です。筒灯りのさまざまな使い方をお楽しみください。会期中にはスティールパンデ

ュオ等によるライブも開催します。 

日時   7月 31日（火）～8月 14日（火）毎週月曜日休館（祝日の場合は翌平日） 

              午前 9時 30分～午後 5時  ※初日は午後 1時から／最終日は午後 4時まで 

場所  笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

○藤原
ふじわら

 亮
りょう

と高橋
たかはし

 元
もと

希
き

、ザ・ハンチングの音楽ライブ  

日時      8月 5日（日）午後 4時～5時 

定員 25名 

参加費 1,500円（1ドリンク込み） 

申込方法 笠間の家でチケットを販売しています（前売り・当日あり。予約のみの受付は不可） 

申・問  笠間の家 ℡ 0296-73-5521 

 

 ㉒井筒屋和服 Day「浴衣着付け教室」 
 
 笠間稲荷門前通り周辺で開催される夏まつりに併せて、浴衣の着付け教室を開催します。着付

けのポイントをマスターし、素敵な浴衣姿で夏まつりに出かけましょう。初心者大歓迎です。希

望者には浴衣のレンタルもあります。 

【浴衣着付け教室】 

日時 8月 4日（土）、18日（土） 午後 4時～5時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

講師 槍崎和裁着付け教室  

対象 中学生以上 

定員 各回定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費   無料（レンタル浴衣希望者は有料 1,000円） 

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   4日（土）開催分は 7月 26日（木）・18日（土）開催分は 8月 7日（火） 

受付時間  午前 9時～午後 5時（月曜日休館）      

申・問   かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 
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 ㉓ 読書感想画教室 
 
 読書を通じて感じた思いや印象を絵で表現してみませんか。完成した作品は友部図書館「第 18

回子ども読書フェスティバル」に出展します。参加は無料です。ぜひご参加ください。 

日時 8月 4日（土）午後 1時 30分～4時まで  

場所 友部図書館（笠間市平町 2084） 

講師 県立太田第一高等学校  美術教諭 矢部
や べ

 聡
さとし

さん 

定員 20名（先着順） 

対象    3歳から高校生まで（8歳以下は保護者同伴） 

持ち物  絵を描く対象の本、クレヨンまたは絵の具等の好きな画材   ※画用紙は図書館で用意します。  

申込方法 窓口で直接または電話、FAXでお申し込みください。 

申込期限  7月 29日（日）※休館日を除く 

その他  当日までに本を読んで、どんな内容を絵に描きたいか 30～50字程度の文章にまとめ、 

 当日持参してください。 ※様式は任意 

申・問  友部図書館 ℡ 0296-78-1200 FAX 0296-78-3683 

  

 ㉔みんなでたいけん！うつわをデザイン！ユニバーサルデザインうつわ 
 
 ユニバーサルデザインの笠間焼を使って「みんなで使える」を体験してみませんか？ 

日時  8月 4日（土）午後 1時 30分～3時 受付：午後 1時 15分～  

内容     ・笠間焼で体験！ユニバーサルデザイン 

       ・デザインしてきた器をユニバーサルデザインにしてみよう。      

場所 笠間図書館 （笠間市石井 2023-1） 

講師 ひとにやさしいうつわ開発研究会 会長 中村
なかむら

 富夫
と み お

さん 

定員 20名（先着順） 

対象 小学生 ※小学 3年生までは保護者同伴でお願いします。 

持ち物   デザインするための画材（えんぴつ、いろえんぴつ、クレヨンなど）  

申込方法   窓口に直接または電話でお申し込みください。 

申込期間    7月 21日（土）～8月 1日（水） 午前 9時～午後 7時（月曜日休館） 

申・問  笠間図書館  ℡ 0296-72-5046 

 

 ㉕ボランティア体験「チャレンジボランティアスクール 2018」 
 
内容 災害について学ぼう～災害で自分たちができること～ 

日時  8月 17日（金）午前 10時～午後 3時 （受付：午前 9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） 

定員 30名程度 

対象 笠間市内に在住か通学している中学生、高校生・大学生 

持ち物 動きやすい服装、タオル、飲物、筆記用具 

申込方法 窓口でお申し込み下さい。 

申込期間  7月 6日（金）～7月 26日（木） 

申・問  社会福祉協議会本所 ℡ 0296-77-0730 
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 ㉖トモア ワークショップ 
 映像や映画の製作を体験できる貴重なワークショップです。  

○ドラマ C  M制作塾 

日時 8月 1日（水）午前 9時 30分～午後 4時   

内容 笠間稲荷神社門前通り周辺での PR動画制作＆上映。 

場所 笠間稲荷神社門前通り 集合：かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

講師 
映画カメラマン：道川

みちかわ

 昭如
あきゆき

さん、エキストラ会社：谷口
や ぐ ち

 昭
あき

仁
ひと

さん 

笠間高校メディア芸術科非常勤講師：江田
え だ

 光
みつ

保
ほ

さん 

定員 12名 

対象 小学 3～6年生 

参加費 1,000円（保険料・材料費） 

持ち物 筆記用具、飲み物、帽子 

申込期限 7月 26日（木） 
 
○笠高生が先生！キミも映画監督になってみよう！ 

日時 8月 3日（金）午前 9時半～正午  

内容 
笠間高校メディア芸術科の皆さんが先生です。タブレット端末で、ショートムービ

ーの撮影・編集を体験します。参加は無料です。 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 笠間高校生 10名 

定員 15名 

対象 小学 3～6年生 

持ち物 筆記用具 

申込期限 7月 26日（木） 
 

○「こども活弁ワークショップ」 

日時 

第 1回  8月 5 日（日）午後 1時 ～ 5時 

第 2回 9 月 9日（日）午後 1時 ～ 5時 

発表会  9 月 29 日（土）開場午後 1時 開演午後 1時半（午前中リハーサル）  

内容 
無声映画に合わせて、セリフや語りをつけるのが「活動写真弁士」です。声優、ナ

レーター、脚本家の体験ができます。 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 
活動写真弁士 佐々木

さ さ き

 亜希子
あ き こ

さん 

※発表会には佐々木さんによる「チャップリンの消防夫」も披露。 

定員 30名程度 

対象 小学生～高校 3年生まで ※申し込み時に年齢をお伝えください。 

参加費 3回通し料金：5,000円 

持ち物 ノートと筆記用具 

申込期限 8月 1日（水） 
 
申込方法   電話でお申し込みください。 

申・問  地域交流センターともべ      ℡ 0296-71-6637 
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 ㉘生ビールとハワイアンミュージックの夕べ 
 
 「南国の夜」等、ハワイアン曲を中心に一緒に歌って楽しみます。（特非）グラウンドワーク笠

間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。 

内容 グラウンドワーク笠間専属素人バンド：「ゴールデンサウンズ」 

             バンド構成：ウクレレ・ギター・フルート・オカリナ・クラリネット・ピアノ等 

日時  7月 22日（日）午後 5時～約 2時間 

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）  

定員 50名（先着順） 

参加費 2,800円 ※食事と生ビール（飲み放題）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。 

申込期間 ７月 21日（土） 

申・問 （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

   ℡ 0296-71-8077  FAX 0296-72-0654  

           メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp 

 

 ㉙オーストラリアン・ハーバリウム 
 
 オーストラリアンプリザーブフリーフラワーの中から、好きな花をビンに詰め、オリジナルの

ハーバリウムを制作します。制作時間は、30分位です。ご都合の良い時間にお越しください。 

日時 7月 29日（日）午前 9時 30分～午後 3時 30分  

場所 笠間民芸の里 広場 （笠間市笠間 2247-1） 

講師 Hana 珠里
し ゅ り

 代表 篠原
しのはら

 美代子
み よ こ

さん  

定員 20名（先着順） 

参加費 2,000円 ※ボトルの大きさ：150ml 

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。 

申込期間 当日まで申し込みできます。 

申・問  篠原 美代子 ℡ 090-1854-1131 メール shurimorinotane@yahoo.co.jp 

 

                お詫びと訂正                   
 

平成 30年 6月 21日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P9「⑰あたご山てんぐの森のクラフ

トサーカス」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。 

【誤】日時 7月 14日（土）午前 10時～午後 9時、17日（火）午前 10時～午後 4時 

【正】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 

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

 

  ⑫ページ    【回覧】次号は 7月 12日発行 第 30-11号 

 

 ㉗第 2回かさま手づくりフェスタ 
 
 子どもから大人まで楽しめる手づくり体験ブースが30種類以上あります。夏休みの工作や思い

出作りにいかがですか？事前申込みは不要です。ぜひ遊びに来てください。 

日時  7月 29日（日）午前 10時～午後 4時 （開場午前 9時 45分） 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

主催 かさま手づくりフェスタ運営委員会 

後援 笠間市、笠間市教育委員会 

問 かさま手づくりフェスタ運営委員会 ℡ 0296-73-6522 

 

 


