
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  働き方改革に伴う「お盆休み」についてご

      理解ください 

②  公共下水道管渠布設工事に伴い交通規制   

      を行います  

③  ペットボトルの出し方にご注意ください 

④  うちエコ診断を受けてみませんか 

⑤  身体障がい者のための結婚相談を行って  

      い ます 

⑥  平成 30年度成人式実行委員を募集します 

⑦  中山間地域の農業生産活動を支援してい 

      ます 

⑧  多面的機能支払交付金は地域活動を支援  

      す る制度です    

⑨  果樹の改植補助事業および栗圃場規模拡  

      大補助事業の説明会を開催します 

⑩  国民健康保険限度額適用認定証等の更新  

      手続きをお願いします 

⑪  笠間市まちづくり市民活動助成事業を追  

      加募集 します  

⑫  切れた電線にはさわらないでください 

⑬  排水設備主任技術者受験講習および試験  

      を実施します 

⑭  介護施設清掃スタッフ講習の受講者を募 

      集します 

 

⑮  栗選別の従事者を募集します 

⑯  平成 30年度自衛官を募集します 

⑰  茨城県警察官を募集します 

⑱  平成 30年度 石岡市・小美玉市就職説明会 

   を実施します 

⑲  働き方・休み方改革を推進しています 

        

 

■ 趣味・体験 

⑳  男女共同参画推進フォーラム 

㉑  第 1回 笠間まちやど連続講演会 

㉒  イングリッシュ・スペース   

㉓  メディカルカフェ～ みんなの相談室～ 

㉔  かさま健康歩イント説明会・登録会 

㉕  親子すこやか宿泊研修事業 

㉖  第 17回全国高等学校合気道演武大会 

㉗  筑波山地域ジオパーク笠間盆地ジオツアー 

㉘  万華鏡を作ってみよう！ 

㉙   8月の児童館イベント 

㉚  大人も子どもも一緒に、ハープミニコンサート 

㉛  手作りビーズの体験 

㉜  夏休み親子の料理教室  

㉝   8月の地域ポイント対象事業について 
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【回覧】お早めに回してください 全 14ページ(A3…3枚、A4…1枚) ①ページ 

 

 ①働き方改革に伴う「お盆休み」についてご理解ください 
 
 笠間市役所では、「地域で一番働きやすい職場」を目指し、働き方改革の一環として連続休暇

取得の推進等に取り組んでいます。そこで、8 月 13 日（月）～15 日（水）のお盆期間中の 3 日

間、窓口業務以外の内部業務等に携わる次の部署においては、休みを基本としますので、ご理解

をお願いします。 

○企画政策課、財政課、道の駅整備推進課、建設課、笠間学校給食センター、岩間学校給食セン

ター、生涯学習課、スポーツ振興課、消防本部（総務課、予防課、警防課）、笠間市農業公社 

※窓口業務は通常どおり行います。 

問 秘書課（内線 551） 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②公共下水道管渠布設工事に伴い交通規制を行います 
 
公共下水道管を布設する工事に伴い、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。 
 

規制区間  ① 笠間市 旭町 地内（民間交番あさひより東へ約 100m地点から約 370m） 

                      ② 笠間市 旭町 地内（すき家交差点付近を約 220m） 

規制期間  ① 7月中旬～平成 31年 1月下旬（予定） 

                      ② 7月中旬～12月下旬（予定） 

規制内容 片側および全面通行止(午前 8時 30分～午後 5時） 

     ※工事箇所および通行止め区間は 1日約 5ｍ間隔で移動します 

施工業者 ①大平建設（株） 

     ②芳野工業（株） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

規制区間 笠間市 平町 地内    （原団地内、宍戸浄水場付近から西へ約 140ｍ、南へ約 120ｍ） 

規制期間  7月中旬～平成 31年 1月下旬（予定）                     

規制内容 全面通行止(午前 8時 30分～午後 5時） 

     ※工事箇所および通行止め区間は 1日約 5ｍ間隔で移動します 

施工業者  （株）スガヤ工務店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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ペットボトルの出し方にご注意ください 
 
資源物として収集できるペットボトルは、識別表示マークの「PET１」の表示や刻印（ラベル

や本体に表示されております。）があるものだけです。表示がないペットボトルやペット製品は

資源物として収集できませんので、可燃ごみとして出してください（例：「プラ」と表示されて

いるもの）。 

ペットボトル等を出す際には、キャップとラベルを外し、中身を空にし、水ですすいでから指

定のコンテナに入れ、出してください。 

問 環境保全課（内線 126） 

                                    識別表示マーク  

                                

 ④うちエコ診断を受けてみませんか 
 
  県では、家庭における省エネの取り組みを支援するため、希望世帯にエコ診断士による「うち

エコ診断」を実施しています。診断方法は、診断士が家庭に出向いて行う「訪問診断」、事務局

に来所して行う「窓口診断」、勤務先事業所などで行う「団体診断」、公民館やイベントなど期間

限定で行う「会場診断」があります。環境にもお財布にもやさしいお得なエコ、はじめませんか？ 

参加費 無料  

申込期間 12月中旬まで 

申・問 （一社）茨城県環境管理協会 クールアースいばらき うちエコ診断実施事務局  

    〒310-0836  水戸市元吉田町 1736-20  ℡ 029-248-7431 

  

 
 
 ⑤身体障がい者のための結婚相談を行っています 
 
 茨城県身体障害者福祉協議会では、身体に障がいのある方々を対象に予約制の無料結婚相談を

行っています。また、身体障がい者の就労や生活全般に関する相談もできます。 

日時 月～金曜日（祝日、年末年始は除く）午前 10時～午後 3時まで ※結婚相談は要予約   

場所 茨城県総合福祉会館 2階 （水戸市千波町 1918） 

申・問 茨城県総合福祉会館 ℡ 029-243-7010  FAX 029-243-7018 

 

 ⑥平成 30年度成人式実行委員を募集します 
     

     成人式を仲間と一緒に作り上げる「成人式実行委員」を募集します。成人を迎える皆さん、実    

行委員として、企画や運営に携わって、一生に一度の晴れ舞台を演出してみませんか。 

※成人式当日にピアノを演奏していただける方も歓迎します。 

日時 平成 31年 1月 13日（日）（予定） 

内容 式典の企画構成・成人式の運営 

対象 平成 10年 4月 2日～平成 11年 4月 1日生まれで、笠間市の成人式に出席予定の方 

   ※進学・就職等により現在笠間市にお住まいでない方も参加できます。 

募集人数 10名程度  

申込方法 生涯学習課窓口で直接または電話、笠間市ホームページの申込フォームからお申し込 

 みください。 

     ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/  (申込フォームで検索) 

申込期間   8月 24日（金）※応募状況により延長する場合があります。 

申・問  生涯学習課（内線 385）             

                                       

                                                                                 ＱＲコード 
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 ⑨果樹の改植補助事業および栗圃場規模拡大補助事業の説明会を開催します 
 
市では栗や梨、ぶどう等の果樹産地として維持発展していくため、優良品種への改植作業の費

用の一部補助や、栗畑の面積を増やし、集積を図る方への支援をしています。このたび、今年度

の申請受け付けにあたり、事業の説明会を開催します。 

【改植補助事業】農振農用地内の古い品種や老木を伐採・伐根し、改植する費用を補助します。 

【栗圃場規模拡大補助事業】農振農用地以外の放任園地になりそうな栗畑等を引き継ぎ、現在所

有する栗畑より規模拡大を目指す方を対象に、施肥・改植等の費用を補助します。 

日時 8月 2日（木）  

場所 笠間市役所本所 教育棟 2-2 会議室（笠間市中央 3-2-1） 

講師 茨城県農林振興公社 吉田
よ し だ

 稔之
としゆき

さん 

対象 販売を目的として果樹を生産されている農家または企業で改植を検討している方 

             ※家庭果樹を対象とした説明会ではありません。 

定員 20名程度（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口に直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 8月 1日（水） 

申・問   農政課（内線 526） 

 

 ⑦中山間地域の農業生産活動を支援しています 
 
 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していく

ための取り決め（協定）を市と締結し、農業生産活動を行う集落に対して、傾斜がある農用地の

面積に応じて支援を行っています。 

対象地域 旧笠間市の笠間町以外 ※詳しくはお問い合わせください。 

対象農用地 傾斜（1/100以上）のある農振農用地区域内の農用地（1集落 1ヘクタール以上） 

対象者 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等 

交付単価 緩傾斜の田は 8,000円/10アール、畑は 3,500/10アール 

※急傾斜（傾斜 1/20以上）と判断される地区は単価が変わります。 

※平成 31年度からの申請を希望する場合は、お問い合わせください。 

※市では、平成 12年度の事業開始より、2集落が活動に取り組んでいます。 

申請期限   8月 6日（月） 

申・問   農政課（内線 530） 

 
 ⑧多面的機能支払交付金は地域活動を支援する制度です 
 
多面的機能支払交付金制度は、農業者と非農業者の地域住民が一体となった組織を作り、農地

や農業用水、ため池など、農村地域の資源を含む環境資源をきれいにする活動に対して支援する

制度です。農地・水路等の基礎的な保全活動(草刈りや泥上げなど)と生物多様性保全（ホタルや

メダカなどの希少性の高い生物の生息地の管理など）、景観形成(花の植栽など)等の農村環境の

保全のための活動が対象となります。 

平成 31年度からの申請を希望する場合は、お問い合わせください。 

   申請期限    8月 6日（月） 

申・問  農政課（内線 530） 

 

    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          

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きをお願いします 
 
笠間市の「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減

額認定証」の有効期限は、平成 30年 7月 31日までです。更新には申請が必要となりますので、

認定証を現在お持ちの方は更新手続きをお願いします。 

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。 

※国民健康保険税の未納がある方、平成 29 年中の所得の申告をしていない方は、認定証の発行

ができないことがあります。 

必要なもの 国民健康保険証、印鑑（必ずお持ちください）、個人番号（マイナンバー）がわか 

るもの、限度額適用認定証等（更新者のみ） 

申 保険年金課、笠間支所市民窓口課、岩間支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 140） 
 

 ⑪笠間市まちづくり市民活動助成事業を追加募集します 
 
 NPO 法人をはじめとした民間団体と大学や企業等との協働を推進し、市民活動の活性化を図る

ことを目的に、市民自らがまちづくりの主体として活動していくために必要な経費に対して助成

金を交付します。 

対象   

事業区分 事業内容 補助率 助成金の額 

自立促進事業 

市民活動団体の設立や法人化な

ど、市民活動団体の自立をめざ

す事業 

必要な経費 

（1団体 1回限り） 
限度額 10万円 

地域活性化事業 

市内外からの集客を目的に、創

意と工夫をもって取り組む事業 
事業費の3分の2以内

の額又は 30 万円以内

のいずれか少ない額 

限度額 

30万円/単年 

45万円/2年継続 

（※2か年合計額） 

60万円/3年継続 

（※3か年合計額） 

市民交流を促進するために効果

的な事業 

地域資源を効果的に活用した個

性的なまちづくり事業 

応募資格 活動拠点が市内にあり、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的と

する活動を自主的に行う団体。 

申込方法  必要書類を市民活動課へ提出して、書類審査（1次）及び申請団体の代表者のプレゼ 

                      ンテーション（2次：8月下旬実施予定）後に決定します。 

※書類は市ホームページよりダウンロードできます。書類は市民活動課窓口でも配付していま

す。http://www.city.kasama.lg.jp/page/page001928.html 

申込期限   8月 10日（金） 

申・問  市民活動課（内線 133） 
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 国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   ⑤ページ 

 

 ⑫切れた電線にはさわらないでください 
 
台風や雷、豪雨の影響による樹木接触・倒木や飛来物などにより、電線が切れてしまう場合があります。

切れて垂れ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが

接触している場合も大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。 

問 東京電力パワーグリッド ℡ 0120-995-007  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬排水設備主任技術者受験講習および試験を実施します 
 
 平成 30 年度排水設備主任技術者受験講習および試験を実施します。希望される方は下記まで

お申し込みください。 

日時  受験講習 9月 20日（木）午後 1時 30分～4時 30分 受付： 午後 0時 30分 

              試験 10月 31日（水）午後 1時 30分～3時 30分 受付：午後 0時 30分               

場所  茨城県建設技術研修センター (水戸市青柳町 4193)  

定員  10名（先着順） 

参加費  受験手数料・受講手数料 各々2,000円（計 4,000円） 

申込方法  窓口でお申し込みください。（申請書類は窓口にございます）。 

申込期間  7月 2日（月）～8月 17日（金） 

申 下水道課   ( 笠間市矢野下 750) ℡ 0296-78-0851(内線 71-131) 

問 茨城県下水道協会事務局（日立市助川町 1-1-1） ℡ 0294-87-6444 

 
 ⑭介護施設清掃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  8月 21日（火）～23日（木） 3日間  午前10時～午後 4時 30分 

場所  茨城県職業人材センター（水戸市水府町 864-4） 

内容  介護の基礎知識と施設内清掃の知識や技能を身につけ、介護施設清掃業務での就業を 

 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歳以上でシルバー人材センター会員になっ

                       て就業できる方 

   （2）全日程参加可能な方 

定員 10名 ※選考があります 

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    8月 7日(火） ※早期終了の場合があります 

申・問   笠間市シルバー人材センター  ℡ 0296-73-0373 

     

 ⑮栗選別の従事者を募集します 
 
 笠間市農業公社では、収穫した栗の選別作業をお手伝していただける方を募集します。 

雇用期間   8月下旬～10月中旬 ※栗の収穫時期で、期間が前後することがあります。 

勤務時間  午前 9時～午後 3時 ※月～土のうち週 3日勤務。 

勤務先   笠間クラインガルテン 栗選果施設（笠間市本戸 4258） 

勤務内容  栗を良栗と不良栗(虫食い、病気等)に選別します。 

賃金 時給 800円、交通費（上限あり）  

募集人数 10名程度  

申込方法 笠間市農業公社の窓口または、ホームページで配布する申込書に必要事項を記入のう

                      え、窓口または FAX・メールでお申込みください。 

申込期限 8月 24日（金） 

申・問 （一財）笠間市農業公社（笠間市中央 3-2-1）  ℡ 0296-73-6439  FAX 0296-73-6438               

                    メール info@kasama-agri.jp   ホームページ http://www.kasama-agri.jp/ 

  
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 

⑥ページ 【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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯平成 30年度自衛官を募集します 
 

    種目

募集要項 

航空学生 

（海・空） 

一般曹候補生 

（陸・海・空） 

自衛官候補生 

（陸・海・空） 

 受付期限 9月 7日（金）  年間を通じて受付 

 応募資格 

(日本国籍を 

有すること) 

海：高卒(見込含） 

  18歳以上 23歳未満 

空：高卒(見込含） 

  18歳以上 21歳未満 

(平成31年4月1日現在) 

18歳以上 27歳未満 

(平成31年4月1日現在） 

18歳以上 27歳未満 

（採用予定月の1日現在） 

試
験
期
日
等 

第 1次試験 9月 17日（月） 
9月21日（金）～23日（日）

のうち指定する1日 

試験等の詳細はお問い

合わせください。           

第 2次試験 

10月15日（月）～21日（日） 

のうち指定する 1 日(第2次

試験合格者のみ3次試験あり) 

10月12日（金）～17日（水）

のうち指定する1日 

合格発表 

(採用候補

者通知) 

1次:10月 5日（金） 

2次:【海】11月 13 日(火) 

    【空】11月   5 日 (月) 

最終:平成31年1月22日（火） 

 1次：10月 5日（金） 

最終：11月 9日（金） 

給
料
等 

初任給等 

 

         167,700円 

    ※ 平成 30年 1月 1日現在  

 法律の改正により改定される場合があります。 

  

自衛官候補生期間 

（3か月）   131,800円 

2士昇任後 167,700円 

自衛官任用一時金有り 

176,000円 

その他各種手当、賞与年 2回有り 

衣食住 衣食住についての手厚いサポートがあります。 

その他 

航空自衛隊のパイロッ

ト・海上自衛隊のパイロッ

トおよび戦術航空士を目

指す幹部自衛官養成コー

ス。高校卒業後、最も早く

機長として活躍できる。 

部隊の中核である曹を

養成するコース。陸・

海・空の各部隊で経験

を積み、入隊後 2 年 9

か月以降選考により曹

へと昇任。 

陸は 2年、海・空は 3年（自

衛官候補生の 3 か月間含

む）の任期制隊員コース。

入隊して 3 か月間は自衛

官候補生として経験を積

み、その後 2等陸・海・空

士に任命される。 
 

申・問   総務課（内線 209） 

                   自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

      ホームページ http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

                  メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp  

 

 

ホームページ  

平成 30年 7月 12日 第 30‐11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。）      ⑦ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰茨城県警察官を募集します 
 
 平成 31年 4月採用の警察官を募集します。 

第一次試験日 9月 16日（日） 

受験資格  

○男性警察官 A、女性警察官 A 

昭和 60 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した

人もしくは平成 31年 3月 31日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれと同等と認める人。 

○男性警察官 B、女性警察官 B 

昭和 60年 4月 2日から平成 13年 4月 1日までに生まれた人で、警察官 Aの受験資格（学歴区分）

に該当しない人。 

受付期間 郵送・持参：7月 2日（月）～8月 28日（火）消印有効 

     インターネット： 8月 28日（火）午後 5時の受信まで有効。 

その他 7月 2日（月）から笠間警察署および管内各交番、駐在所で試験案内を配布しています。 

問 笠間警察署警務課 ℡ 0296-73-0110 

 

 ⑱平成 30年度 石岡市・小美玉市就職説明会を実施します 
 
石岡市、小美玉市を中心に県内の事業所が集まり、採用面接や企業説明会を実施します。 

事前申し込み不要、履歴書不要、参加費無料です。詳しくはお問い合せください。 

日時  8月 3日（金）午後 1時～4時 受付：午後 0時 30分～ 

場所 石岡運動公園体育館（石岡市南台 3-34-1）※上履きをご用意ください。 

対象 ・大学、短大、専門学校等、高校を平成 31年 3月卒業見込みの方 

   ・高卒以外の既卒未就職者（概ね卒業後 3年以内） 

問 石岡市経済部 商工課 ℡ 0299-23-1111  

     小美玉市産業経済部 商工観光課 ℡ 0299-48-1111 

 

 

 ⑧ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 

 ⑲働き方・休み方改革を推進しています 
 
 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のために、土日・夏季休暇と年次有給休暇を

合わせて、連続休暇を実現する「プラスワン休暇」を実践しませんか？詳しくは，茨城労働局雇

用環境・均等室までお問い合わせください。 

問 茨城労働局雇用環境・均等室  ℡  029-277-8294 

「かさめ～る」とは、メールアドレスを登録していただくことによって、市の情報を携帯電話

やインターネット接続されたパソコンへメールを配信するサービスです。 

内容 ・行政情報 ・災害情報 ・防災無線情報 ・観光情報 ・火災情報  

   ・不審者情報 ・放射線情報  

料金 登録無料（通信費は各自負担） 

登録方法 市ホームページからご登録ください。（「かさめ～る」で検索） 

問 秘書課（内線 227） 

 

 

 

 

 

「かさめ～る」にご登録ください  

携帯電話から 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月 12日 第 30‐11号 

 飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。    ⑨ページ 

 

  ㉒ イングリッシュ・スペース 
 
 国際交流員と英語指導助手と英会話やゲームなどのいろいろなアクティビティをしま

す。英語が苦手な方でも参加できる内容ですので、お気軽にご参加ください。 

日時 8月 7日（火）  昼の部：  午後 2時～  3  時、午後 3時～4時  夜の部：  午後 7時～8時   

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 国際交流員 イアン・ホリカワさん 

       英語指導助手 昼の部：リー・アティさん   夜の部：ジェイコブ・ディビスさん 

対象 市内在住・在勤の方 ※18歳未満を除く 

定員 各 30名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   電話またはメールで参加希望時間、氏名、電話番号をお知らせください。 

申込期限   8月 6日（月） 

申・問  市民活動課（内線 133） FAX 0296-77-1390  メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

       

 

 ㉑第 1回 笠間まちやど連続講演会 
 
笠間稲荷周辺の魅力向上とにぎわい創出を図ることを目的に、「まちやど」についての講演会

を開催します。申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。 

日時  8月 7日（火）午後７時～ 受付：午後 6時 30分～  

場所 かさま歴史交流館井筒屋 交流広場（笠間市笠間 987） 

内容 「地域の観光と日常をネットワークさせるまちやど」についての講演会 

講師  建築家 大島
おおしま

 芳彦
よしひこ

さん(リノベーションの達人) 

定員  50名 

参加費 無料 

問 まちづくり推進課（内線 536） かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 

 

 ⑳男女共同参画推進フォーラム 
 

 「女性も男性もともに暮らしやすい社会を創る」をテーマにしたフォーラムを実施します。女

性の活躍推進などに関するワークショップや、23 年間キャスターを務めた、国谷
く に や

 裕子
ひ ろ こ

さんによ

る特別講演も行われます。参加費は無料です。皆さんぜひ、ご参加ください。 

日時 8月 31日（金） 集合出発：午前 6時 30分  帰着予定：午後 6時 30分  

集合場所 笠間市役所本所 庁舎前駐車場（笠間市中央 3-2-1） 

     ※友部図書館の駐車場（笠間市平町 2084）をご利用ください。 

研修会場 国立女性教育会館（埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728）            

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  無料 ※昼食は研修会場のカフェテリアをご利用ください。 

申込方法 電話でお申し込みください。※詳細については後日申込者に通知します。 

申込期限  8月 3日（金） 

申・問  秘書課（内線 226） 

※笠間市男女共同参画推進連絡協議会の研修の一環として実施します。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓メディカルカフェ～みんなの相談室～ 
 
 専門職による話を聞いて知識を深めたり、日頃、健康面等で気になる事をお茶を飲みながら気

軽に相談しませんか？無料でどなたでも参加できます。 

日時 8月 9日（木） 午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 30分～  

場所 地域医療センターかさま 行政棟（笠間市南友部 1966-1） 

内容 講話「転ばぬ先の杖～転倒予防について～」、個別相談等 

講師 保健師 

定員 20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・問  地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 

 

 ㉕親子すこやか宿泊研修 
 
 県内の母子家庭のお母さんとお子さんが、地域を越えて交流と楽しい体験ができる宿泊研修の

参加者を募集します。 

日時  10月 13日（土）午後 2時～10月 14日（日）午後 1時まで    ※現地集合、現地解散 

場所 茨城県立児童センター こどもの城（大洗町磯浜町 8249-4） ℡ 029-266-3044         

対象 母子家庭の親子（お子さんの年齢が年長児から中学 2年生まで） 

定員 80名（定員を超えた場合は、各市町村母子会長の推薦する世帯を優先します） 

参加費 1世帯 500円 

申込方法  電話でお申し込みください 

申込期限  8月 24日（金） 

申・問  茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-8497 

 

  ㉔ かさま健康歩イント説明会・登録会 
 
 「かさま健康歩イント事業」は、スマートフォンアプリと Webサイトを活用し、歩数に応じて、

地域ポイントを付与する事業です。事業参加に必要なスマートフォンアプリ、Web サイトの登録

方法、利用方法の説明会を開催します。申し込みは不要ですので、ぜひご参加ください。 

日時 7月 29日（日）受付：午前 9時～11時 30分 

場所 保健センター   (地域医療センターかさま内）（ 笠間市南友部 1966-1） 

内容     ・「RenoBody（リノボディ）」、「Karada.Live（カラダライブ）」、「KapoCa（かぽか）」の登録 

       ・「RenoBody」と「Karada.Live」の連携設定 

   ・ 血圧・体組成（体重、体脂肪率、筋肉量、基礎代謝等）測定  

対象 市内在住の 19歳以上で、スマートフォンをお持ちの方 

持ち物 スマートフォン、KapoCa（お持ちの方のみ） 

問 健康増進課（地域医療センターかさま内） ℡ 0296-77-9145 

 

          市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。  
⑩ページ       納期限内の納付をお願いします。        

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗ 筑波山地域ジオパーク笠間盆地ジオツアー 
 
日時  9月 8日（土）午前 9時～午後 0時 50分 受付：午前 8時 30分～（雨天決行／荒天中止）  

場所  公営稲荷駐車場（笠間市笠間 978-4 笠間日動美術館 隣） 

講師  筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイド／笠間ふるさと案内人 

定員  30名（先着順） 

参加費  300円 ※資料・保険代等を含みます。 

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。 

申込期間   7月 25日（水）～8月 24日（金）午前 8時 30分～午後 5時 

申・問  筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局（商工観光課） 

                   ℡ 0296-77-1101   FAX 0296-77-1146  メール geo001@city.kasama.lg.jp 

                    

 

  ㉖ 第 17国高等学校合気道演武大会 
 
 この大会は、高等学校における合気道の正しい理解と健全な普及発展を図ることをねらいに開催さ

れます。当日は、市内中学生の招待演武も披露されます。 

   ぜひ、来場し応援にお越しください。 

日時 8月 4日（土）午後 0時 30分～ 

場所 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

問 スポーツ振興課（内線 390） 

 

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）。

手話・筆談ができる人も、聴覚障がい者も、外見では判断ができない普通の人です。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 

手話・筆談のできる店を増やそう！ 

 

手話マーク 

 

 

 

筆談マーク 

平成 30年 7月 12日 第 30‐11号 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。   ⑪ページ 
http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

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


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘万華鏡を作ってみよう！  
 
 貝がら、まゆ玉などを使って、自分だけのオリジナル万華鏡を作りましょう。 

日時 8月 18日（土）午後 1時 30分～3時 30分  

場所 友部図書館（笠間市平町 2084） 

講師 茨城シニアマスター 堤
つつみ

徳郎
のりお

さん  

定員 20名（先着順） 

対象 小学生 

参加費  300円（材料費）※当日徴収 

申込方法  電話または窓口でお申し込みください。 

申込期間   7月 26日（木）～8月 15日（水）※月曜休館日 

申・問  友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

 ㉙  8月の児童館イベント 
 
 参加賞、賞品も用意しています。参加は無料ですので、ぜひご参加ください。 

内容 日時 申込期間 

オセロ大会 8月 5日(日) 午後 2時～ 7 月 28 日(土)～8 月 4 日（土） 

将棋大会 8月 18日(土) 午後 2時～  8 月 10 日(金)～17 日（金） 

場所  笠間市児童館 （笠間市南友部 1966-140） 

対象  小学生・中学生・高校生 

定員  先着 12名  

申込方法   窓口または電話でお申し込みください。 

申・問   笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

  

 

⑫ページ     「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉚大人も子どもも一緒に、ハープミニコンサート 
  

 ハープ弾き歌い奏者である早川
はやかわ

 千丈
ちひろ

さんによる、アイリッシュハープのミニコンサートを開催します。 

日時 8月 23日（木）午後 3時～3時 40分  

場所 笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

定員 20名程 

参加費 500円（全席自由、季節の紅茶付き） 

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。 

申込期間  席があれば当日参加可能 

申・問   早川 千丈 http://chihirohayakawa031.wixsite.com/mysite/blank-2 

                   笠間の家 0296-73-5521 午前 9時 30分～午後 5時 月曜休館日（祝日の場合は翌日） 

 

 ㉛手作りビーズの体験 
 
 ビーズでブレスレット、ネックレス等の手作りを楽しく体験しましょう。講師が丁寧にやさし

く指導します。手作り小物やバック等の展示販売もしています。 

日時 7月 29日（日） ※当日参加もできます 

場所 笠間民芸の里 ギャラリーの前 

講師 中野
な か の

慶子
け い こ

さん 

参加費   500円 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問  中野慶子 ℡ 090-6033-2679 

 

 ㉜夏休み親子の料理教室  
 
  採れたての旬の野菜を使って、親子でおいしい料理を作りましょう。 

日時 8月 25日（土）午前 10時～正午 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

内容 夏を元気に乗り切ろう！熱中症に負けない体作り  メニュー：タコライスとお味噌汁 

講師 茨城県食文化の会 宮澤
みやざわ

 孝子
た か こ

さん 

対象 小学生と保護者 

定員 親子 20組（先着順） 

参加費  親子 1組 500円（2人目から 250円） ※3歳以下は無料 

持ち物    エプロン、三角巾、布巾、参加費 

申込方法  電話または FAX、メールでお申し込みください。 

申込期限   8月 15日（水） 

申・問   茨城県食文化の会   宮澤孝子  ℡ 080-5499-9677 FAX 0294-43-8250 

             メール miyazawa@yakuzen-geo.com  

 

平成 30年 7月 12日 第 30‐11号 

 
｢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）     ⑬ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝  8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 

 2日（木） 

22日（水） 

午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
健康診査 

地域福祉センター

いわま 

保健センター 0296-77-9145 

20日（月） 

21日（火） 
保健センター 

29日（水） 

30日（木） 
笠間公民館 

28日（火） 
午前 9時 30分～11時 

午後 1時 30分～3時 
南山内公民館 

31日（金） 午後4時30分～7時30分 
健康診査 

（夜間） 
保健センター 

 
【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 

3日（金） 
午前 10時～10時 30分 

午後 0時 30分～1時 

子宮頸がん 

乳がん検診 
保健センター 

 

保健センター 

 

 

0296-77-9145 

 
23日（木） 

26日（日） 
午前 7時～10時 30分 総合健診 

保健センター 

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 

◆花と緑のまちなみコンテスト【市民活動課】1Pt（8月 31日まで） 

笠間市内の家庭や街の中の花と緑を題材とした写真コンテストの応募者全員にポイントを発行 

問 市民活動課  ℡ 0296-77-1101 

【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 

◆おはなし会【笠間図書館・岩間図書館】1Pt 

◆ブックスタート【友部図書館】1Pt 

問  友部図書館 ℡ 0296-78-1200 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 

      岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 

 ☆2018.6.30現在≪登録状況≫ 3,478人（男性）794人（女性）2,684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  

 

 

  
 

 市民活動ポータルサイト 
 モバイル版へ 

  ⑭ページ    【回覧】次号は 7月 19日発行 第 30-12号 

 


