
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  笠間市戦没者追悼式を開催します 

②  灯籠流しを開催します 

③  デマンドタクシーかさまの試験運行を実     

      施します 

④  特設無料人権相談を開設します 

⑤  こころの悩みの相談を受け付けます 

⑥  平成 30年度農地中間管理事業のメリット 

      措置についてお知らせします 

⑦  梨苗の購入費を助成します 

⑧  新農業人フェア inいばらきを開催します   

⑨  事業承継相談会を開催します 

⑩  中小企業の設備投資を支援します 

 ⑪  地域交流センターともべおよび、友部駅南口 

         自転車駐車場の指定管理者を募集します 

 ⑫  不動産公売に参加してみませんか 

   ⑬  歯周疾患検診を実施します 

 ⑭  熱中症に注意しましょう 

 

 

⑮  ひきこもりがちな方の心の相談・就労に 

      向けての相談会を開催します 

⑯  市内施設見学会の参加者を募集します 

⑰  いばらき県央地域スタンプラリーを実施  

      します 

⑱  茨城空港をご利用ください   

⑲  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 

  

■ 趣味・体験 

⑳  夏休み限定企画！親子ヨガ 

   ㉑  地域交流センターともべのフリーマーケット 

㉒  イングリッシュ・バーベキュー 

㉓  井筒屋和服 Day～和服で夏を楽しもう～ 

㉔  としょかんまるかじり夏休みクイズラリー2018 

㉕「ぞう列車がやってきた」ミニコンサート 

 

■ お詫びと訂正
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 ①笠間市戦没者追悼式を開催します 
 
先の大戦において戦没された本市関係者の御霊に対し、市民挙げて追悼の意を表し、あわせて

恒久の平和を祈念するため笠間市戦没者追悼式を行います。戦没者家族以外の方でも参加できま

すので、みなさんのご参列をお待ちしています。 

日時 8月 18日（土） 午前 10時～    受付：午前 9時～9時 50分 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

内容 参列者全員が献花をします。 

問 社会福祉課 福祉 G（内線 157） 

 

  ②灯籠流しを開催します 
 
 先祖の霊を送り出す情緒溢れる笠間の夏の風物詩で、参加者の手によって涸沼川へ灯籠が流さ

れます。ぜひ、お出かけください。 

日時 8月 16日（木）午後 6時～8時 30分 

場所 笠間ショッピングセンターポレポレ脇（笠間市赤坂８） 

問 笠間ブロック明るい社会づくりの会   ℡ 090-3043-6874（担当：篠田） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③デマンドタクシーかさまの試験運行を実施します 
  
 デマンドタクシーかさまの利便性向上に向け、 7 月 23 日（月）から、笠間地区及び友部地区

の市街地等の一部地域への移動については、市内のどの地点からも乗換なしの移動を実現する試

験運行を実施します。 

市内各地から乗換なしで行くことができる目的地の一例 

笠間地区 笠間市役所笠間支所、河村医院、下田整形外科、笠間眼科、石本病院、神里医院、 

     いけうち医院、笠間ショッピングセンターポレポレ、カスミ笠間店等 

友部地区 笠間市役所本所、友部公民館、県立中央病院、わたなべ整形外科、立川記念病院、 

     県立こころの医療センター、小沢眼科内科病院、地域医療センターかさま、石橋内 

     科医院、常陸クリニック、しいのき接骨院、友部セントラルクリニック、伊勢甚友部 

           スクエア、カスミ友部店、ヨークベニマル友部東平店、ジョイフル山新友部店等 

注意事項 市街地等の一部地域以外の目的地へ移動する場合は、従来どおり乗換が必要ですが、 

     最大 1回の乗換で市内を移動することができるようになります。なお、運行状況によ 

     り、遅れが生じたり、希望の便への予約をお断りさせていただく場合があります。ご 

     理解とご協力をお願いします。 

問 商工会友部事務所 ℡ 0296-77-0532、企画政策課（内線 555）  

 
 ④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。 

【弁護士相談について】 

午後 1 時から弁護士も参ります。相談時間は 1 件 30 分以内です。相談される方は、午前の部

で人権擁護委員と事前に内容を整理した上でお願いします。 

  日時  8月 22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 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

  問 社会福祉課（内線 157） 

 

 ⑤こころの悩みの相談を受け付けます 
 
 笠間市保健センターでは、心の悩みを抱えている方、ひきこもりで悩んでいる方や家族の方の

相談をお受けいたします。相談内容については、秘密を厳守しますのでお気軽に相談ください。   

あらかじめ電話等により予約をしてください。 

日時 場所 申・問 

11月 15日（木） 

平成 31年 2月 14日（木） 

午後 2時～4時 

 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） 

 保健センター 

【地域医療センターかさま内】 

℡ 0296-77-9145 

 

10月 23日（火） 

平成 31年 1月 22日（火） 

午後 1時 30分～3時 30分 

笠間支所（笠間市笠間 1532） 

9月 10日（月） 

12月 17日（月） 

平成 31年 3月 11日（月） 

午後 1時 30分～3時 30分 

地域福祉センターいわま 

【旧岩間保健センター】 

（笠間市下郷 5139-1） 

  
 

 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥平成 30年度農地中間管理事業のメリット措置についてお知らせします 
 
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。なお、メリット措置として交付要件を満たすと次

の支援が受けられます。 

【地域集積協力金】（10,000円／10ａ） 

 地域内の農地の 20％超が機構に貸し付けられ、かつ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。 

【経営転換協力金】（10,000円／10ａ） 

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。※ただし、10ａ未満は自作可能。 

【耕作者集積協力金】（5,000円／10ａ） 

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）を機構へ貸付け、かつ農地が機構から「担い手」に貸し付けられること。 

◎「担い手」とは、認定農業者、認定新規就農者のことです。 

    なお、メリット措置は平成 30年度が最終年となっており、協力金の交付は 1回限りです。農地

    を貸したい方は、お申し込みください。 

申込方法 貸付希望申出書等必要書類を農政課または笠間市農業公社の窓口、農地中間管理機構     

                      へ直接提出してください。※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は受けられません。 

申・問  農政課（内線 541）、（一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439  

               農地中間管理機構 ℡ 029-239-7131 ホームページ  http://www.ibanourin.or.jp/kanri/ 

 

                   
 ⑦梨苗の購入費を助成します 
 
 梨の安定的な生産のため、計画的な苗木の新植や品種更新を推進し，品質向上による生産振興

を図ることを目的に苗木の購入費を助成します。なお、この苗木助成は市内果樹の安定生産を目

的とするものですので、将来にわたって生産できる圃場に植栽してください。 

対象 笠間市に住所を有する生産者または所在する生産者組織（3戸以上の生産   者で組織する   

             任意組織を含む）で、将来にわたって梨の生産意欲がある方  

要件 10本以上の植栽を行うこと 

補助率 梨の苗木 1本あたり 300円以内（ただし，予算の範囲内とする） 

申込方法  補助金等交付申請書（窓口または市ホームページよりダウンロード）、見積書（品種                   

                      ごとの単価がわかるもの）、印鑑（ゴム印不可）をご持参のうえ、窓口でお申し              

                      込みください。※申請前に購入した場合は補助の対象となりませんので注意してください。 

申込期限 9月 7日（金） 

申・問 農政課（内線 526） 

 ⑧新農業人フェア inいばらきを開催します 
 
県内で農業を始めたい、農業法人等に就職したい方のための相談会です。求人のある農業法人等

が 20 数社、地域の就農支援協議会、農業の専門学校やハローワーク等が出展してさまざまな就農

の相談に対応します。 

日時  8月 4日（土） セミナー：正午～1時   相談会：午後 1時～4時 

場所  水戸駅ビルエクセル本館 6階エクセルホール（水戸市宮町 1-1-1） 

対象  農業を始めたい方、農業法人等に就職したい方  

問 （公社）茨城県農林振興公社【農業担い手育成グループ】  ℡ 029-239-7131 
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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事業承継相談会を開催します 
 
中小企業、小規模事業者の円滑な事業承継に向けた対策を支援するため、関係機関と連携し「事

業承継相談会」を開催します。 

事業承継した際の税金対策や後継者教育、事業承継計画の策定方法など、事業承継に関してお

悩みの方は、この機会にぜひご相談ください。なお、相談内容は秘密厳守いたします。 

日時 8月 28日（火）午前 9時～午後 5時（事前予約制、お一人 45分～60分） 

場所 笠間市商工会本所 3階会議室（笠間市笠間 1464-3） 

対象 市内に事業所がある中小企業、小規模事業者  

定員 14名程度（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話、または窓口でお申込みください。※会社名、氏名、電話番号、相談内容をお伝

                      えください。 

申込期限 8月 23日（木） 

申・問  商工観光課（内線 510） 

 
 ⑩中小企業の設備投資を支援します 
市では、平成 30 年 6 月 6 日に施行された生産性向上特別措置法に基づき、市内の中小企業等

の設備投資を支援するため「笠間市導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。 

このことから、中小企業等がこの基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認

定を受けることでつぎの支援措置を活用することができます。 

 （1）固定資産税（償却資産）の特例措置（3年間ゼロになります） 

（2）計画に基づく事業に必要な資金繰りへの支援（信用保証） 

（3）ものづくり・サービス補助金等の優先採択 

 この機会に設備投資をご検討してはいかがでしょうか。詳細について関心のある方は、お気軽

にお問い合せください。 

問 商工観光課（内線 510） 
 

 ⑪地域交流センターともべおよび、友部駅南口自転車駐車場の指定管理者

を募集します 
 
 笠間市では、地域団体のコミュニティ活動や市民の交流の場、市民活動団体や NPO団体の拠点、

自転車利用者の利便に資することを目的とし、効率的な運営を行える指定管理者を募集します。 

施設名称  地域交流センターともべ  市営友部駅南口自転車駐車場  

所在地  笠間市友部駅前 1-10 笠間市友部駅前 1-10 

施設概要  

木造一部鉄筋コンクリート造平屋建  

1,581.65㎡・駐車場 63台  

防災井戸 1基・防災トイレ 4基 

256 台  

委託期間  平成 31年 4月 1日（月）～平成 36年 3月 31日（日）【5年間】 

     ※議会の議決後に正式な指定期間となります。 

申請方法 募集要項で定める申請書、事業計画書等の書類を添えて提出してください。             

 ※申請に必要な書類・資料については、市民活動課窓口に備え付けのほか、笠間市ホームページ

     からダウンロードできます。http://www.city.kasama.lg.jp/（「地域交流センター」で検索） 

申込期間   7月 20日（金）～8月 31日（金） 

申・問 市民活動課（内線 132） 

 

 

 

 

 

    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          

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫不動産公売に参加してみませんか 
 
 市では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。 

日時 10月 23日（火）午後 1時～ 受付：午後 0時 50分～ 

場所 笠間市役所本所 行政棟 2階  大会議室（笠間市中央 3-2-1） 

公売方法 期日入札 

公売不動産 

売却区

分番号 
所在地 地目 

地積

（㎡） 
見積価額 公売保証金 持分 

笠 30-3 

笠間市下郷字川中子5210番  

田 

 

1,345  

1,010,000円 

 

110,000円 

 - 

笠間市下郷字川中子5211番 1,966 - 

笠間市下郷字川中子5212番 1,396 - 

笠 30-4 笠間市下郷字三反田5235番 田 1,823 420,000円 50,000円 - 

笠 30-5 

笠間市下市原字西山1541番  

田 

 

469 
 

1,860,000円 

 

190,000円 

- 

笠間市笠間字塩畑4709番1 4,978 - 

笠間市笠間字西山4733番 843 - 

笠間市中市原字塩畑1076番１ 原野 6,563 - 

笠 30-7 笠間市石井字東乙3番2 田 409 120,000円 20,000円 - 

笠 30-8 笠間市笠間字神明前484番１ 田 339 180,000円 20,000円 - 

笠 30-9 

 

笠間市下郷字小谷原4542番135 
公衆用道路 

138 

 

5,420,000円 

 

 

550,000円 

 

12分の3 

笠間市下郷字小谷原4542番137 299 12分の3 

笠間市下郷字小谷原4542番152 雑種地 15 12分の3 

笠間市下郷字小谷原4542番155 公衆用道路 95 4分の 3 

笠間市下郷字小谷原4542番159  

畑 

 

326  - 

笠間市下郷字小谷原4542番160 325  - 

笠間市下郷字小谷原4542番161 261  - 

※ 農地については買受適格証明書の提出が必要です。 

※ 公売は事情により中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 

※ 詳細については、収税課、笠間支所、岩間支所に備え付けの公売広報、または市ホームページ

     をご覧ください。 

問 収税課（内線 118） ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/ 
  

売却区

分番号 
所在地 地目 地積（㎡） 見積価額 公売保証金 持分 

桜 30-4 

（土地） 

笠間市石井字合ノ田839番8 
宅地 201.26 

1,000,000円 100,000円 - （建物） 

笠間市石井字合ノ田839番8 

居宅 木造スレート葺２階建 

- 

床面積 

1階 64.59 

2階 33.96 

※詳細については、桜川市役所大和庁舎 収税課、真壁庁舎、岩瀬庁舎の総合窓口課に備え付けの

    公売広報、または桜川市ホームページをご覧ください。 

問 桜川市役所 収税課 ℡ 0296-58-5621  ホームページ http://www.city.sakuragawa.lg.jp/ 

 

平成 30年 7月 19日 第 30‐12号 

 国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   ⑤ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ⑭熱中症に注意しましょう 
  
 熱中症は、身体の中の水分や塩分（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体の調整機能が

正常に働かなくなることによって引き起こされます。重症化すると死に至る可能性もあります

が、正しい知識と適切な行動で防ぐことができます。 

温度に気をくばろう 

 体で感じる暑さと実際の気温は異なることがあります。実際の気温を知ることで、適切な熱中

症対策が可能になります。 

 暑くなりすぎていたら、日陰を作ったり、エアコンなどを使って適度に温度を下げましょう。

飲み物を持ち歩こう 

 熱中症予防には水分補給が肝心です。特にお年寄りは、のどが渇く前に飲む、こまめに飲む、

といった意識的な給水を心がけましょう。たくさん汗をかいたら、塩分も補給しましょう。 

休息をとろう 

 疲れている時は熱中症にかかりやすくなるので、休息をとるようにしましょう。寝苦しい夜は、

空気の通りをよくしたり、通気性の良い寝具を使うなどして、ぐっすり眠れる工夫をしましょう。

昼間も疲れを感じたら、その日の体調を考慮して無理せず、涼しい場所で休息をとるようにしま

しょう。 

栄養をとろう 

 バランスよく食べること、朝ごはんをしっかり食べることも大切です。夏バテして食欲がなく

なったときは、体を冷やす夏野菜や、冷やし系の料理を選ぶなど、食材やレシピを工夫して体力

をつけましょう。 

声をかけあおう 

 体力がないお年寄りや子どもは、熱中症になりやすいです。家族やご近所同士で、声をかけ合

いましょう。また、遠くにいる大切な人には、手紙やメール、電話などで伝えるのもいいですね。 

 からだは涼しく、心は暖かく。コミュニケーションが命を救います。 
 
問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 

 ⑬歯周疾患検診を実施します 
 
市では、40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける「歯周疾患検診」

を実施しています。特に、定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。 

場所 市内の契約歯科医院（要予約） 

対象 笠間市に住所を有する 40歳、50歳、60歳、70歳の方 

40歳：昭和 53年 4月 1日から昭和 54年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 43年 4月 1日から昭和 44年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 33年 4月 1日から昭和 34年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 23年 4月 1日から昭和 24年 3月 31日までに生まれた方 

※受診する時点で通院（治療）中の方は、検診の対象になりません。 

検診料金 900円（自己負担） 

   ※検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため、受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。 

※契約歯科医院については、市ホームページをご覧ください。 

                      40歳・50歳の方：保健センターから送付された受診券（はがき）を持参してください。 

                      60歳・70歳の方： 保健センターへ申し込み後、保健センターから郵送される実施通知    

                                                          書（問診票）を持参してください。 

検診期限 平成 31年 3月 31日（日） 

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

 

⑥ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯市内施設見学会の参加者を募集します 
 
  笠間市福祉施設協働事業連絡協議会では、市民の皆さんに保健・福祉施設を理解していただく

ため、市内の施設見学会を実施します。 

日 時 集合場所 見学施設 

8月 27日（月） 

午前 9時 20分 

～午後 3時 40分 

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） 

グループホームあさがお、NPO 介護支援センターコスモ

ス、グリーンハウスともべ、小規模多機能型居宅介護ゆ

りのき、ひまわり館、笠間陽だまり館 

8月 29日（水） 

午前 9時 20分 

～午後 3時 15分 

 

社会福祉協議会  笠間支所 

（笠間市石井717） 

 

地域活動センター「光」、グループホームいきいきの家笠

間、笠間シルバーケアセンターパル、シルバーパークは

こだ、佐白の館 

9月 3日（月） 

午前 9時 20分 

～午後 3時 5分 

ケアホーム夢くらぶ、ヴィレッジかさま、ニコニコハウ

ス、ケアハウスかさま、小規模多機能型居宅介護 花の郷 

9月 5日（水） 

午前 9時 20分 

～午後 3時 45分 

地域福祉センターいわま 

【旧岩間保健センター】 

（笠間市下郷5139-1） 

グループホームれんぎょう、小規模多機能型居宅介護い

わま、スマイル笠間かがやき、あたごナーシングビラ、

自立奉仕会、ケアハウス悠 

9月 10日（月） 

午前 9時 20分 

～午後 4時 

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） 

宍戸苑、シルバービィレッジ、グループホーム花水木、

リハビリデイサービス一笑カフェ、フロイデ総合在宅サ

ポートセンター友部 

9月 12日（水） 

午前 9時 20分 

～午後 2時 50分 

社会福祉協議会  笠間支所

（笠間市石井717） 

 

かさまグリーンハウス、愛の里、すみれ、かつらぎ 

対象   市内在住の方 

定員 各コース 20名（定員になり次第締切） 

参加費 800円（当日徴収） 

※8月 1日（水）より受け付けします。 

申・問 社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730 

          笠間支所 ℡ 0296-73-0084、岩間支所 ℡ 0299-45-7889 

 

 

 

 ⑮ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時  8月 20日（月）午後 1時 30分～3時 30分 ※毎月第 3月曜日に開催しています 

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） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

参加費  無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

申・問  茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

                  ℡ 029-291-8990 FAX 029-291-8991 

 

 

平成 30年 7月 19日 第 30‐12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  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲65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 
 
     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 市内に在住の 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 ※月曜日休館（祝日の場合は開館し翌平日休館） 

開館時間 午前 9時 30分～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで） 

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) 

～笠間日動美術館企画展～ 

展覧会名 ベニス発！謎解きガラスの美術館 同時開催：世界の児童画 

会期 8月 4日（土）～9月 30日（日） 

イベント ギャラリートーク：8月11日(土・祝)、9月15日(土) 午後２時～ 

     水彩パステル基礎講座 ガラス絵を描こう：9月 8日(土) 午前 10時～午後 3時      

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） 

 

 

 ⑰いばらき県央地域スタンプラリーを実施します 
 
 県央地域の 9市町村（水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、

城里町、東海村）では、公の施設をより便利に、気軽に利用していただけるよう、施設を利用す

る際の料金や予約方法などの条件を、その施設を設置する市町村と同一条件にする協定を結んで

います。本取り組みについて、広く知っていただき、施設を利用していただくため、スタンプラ

リーを実施します。クリアファイルのプレゼントもありますので、ぜひご参加ください。 

日時 8 月 1 日（水）～平成 31 年 3 月 31 日（日） 

問 企画政策課（内線 557） 

※詳細は、いばらき県央地域ホームページ http://www.mito-kouiki.com/内のスタンプラリー特設     

     ページをご確認ください。（7 月下旬公開予定） 

 
 ⑱茨城空港をご利用ください 
 

   茨城空港は、札幌・神戸・福岡・那覇の 4都市への国内線、国際線は上海と 7月 31日（火）か

らソウルの 2都市へ就航していて、さらに 10月 25日(木)まで台北へのプログラムチャーター便

が運航されています。茨城空港には、約 3,100台分の無料駐車場があります。ターミナルビルは

縦横 120m×40mと非常にコンパクトなため、搭乗手続きもスムーズで、高齢者やお子さん連れの

ご家族にも大変ご好評です。 

     この時期、家族旅行で沖縄や札幌も大人気です。ぜひ、茨城空港から空の旅へお出かけください。 

問  茨城空港利用促進等協議会事務局  ℡029-301-276 

      ホームページ http://www.ibaraki-airport.net/ 

 
 

 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 

⑧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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒イングリッシュ・バーベキュー 
 
 自然豊かな北山公園で笠間市国際交流員・英語指導助手とバーベキューを楽しみませんか？海

外の方と交流しながら英語に触れるチャンスです。英語が苦手な方も大歓迎です。気軽にご家族

やお友達を誘って、ご参加ください。 

日時 9月 1日（土）午前 11時～午後 2時 30分 

場所 北山公園バーベキュー場（笠間市平町 1416-1） 

講師 国際交流員  イアンさん 

   英語指導助手  チャールズさん、ディーンさん、ジェイコブさん、グラムさん 

対象 市内在住、在勤の方で 18歳以上の方（18歳未満の場合は保護者の同伴が必要） 

定員 20名（先着順） 

参加費  1,500円（小学生まで：1,000円、未就学年：無料）   ※当日会場でお支払いください。 

申込方法 電話またはメールで氏名、住所、年齢、性別、電話番号をお知らせください。 

申込期限 8月 24日（金） 

※食料の準備の都合上、キャンセルの場合は 8月 27日（月）までに必ずご連絡ください。 

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

 

 ㉑地域交流センターともべのフリーマーケット 
 
 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等の出品物があり、出店者も随時募集しています。食べ物は、

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いて、

昔懐かしいレコードを聴き楽しむ、レコードカフェも開催しています。 

 今月は「ありがとう～夏休みイベント」を開催しますので、ぜひ家族のみなさんで来てみてく

ださい。 

日時 8月 26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 

 

 ⑳夏休み限定企画！親子ヨガ 
 
 初めての方でも安心です。子ども達の成長のサポートにも抜群のヨガで親子のふれあい、コミ

ュニケーションを深めると共に、心身のリフレッシュや愛情を育む時間を楽しみましょう。 

日時 8月 15日（水）午前 10時 30分～11時 30分 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

内容 簡単なポーズとゲーム感覚で体を動かしながら親子で一緒に楽しめるヨガクラスです。 

講師 伊勢山
い せ や ま

 陽子
よ う こ

さん 

対象 3歳以上の親子または保護者とお子さん 

定員 10組 20名 ※3組以上の申し込みで開催 

参加費 1,000円/1組 

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 8月 10日（金） 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

平成 30年 7月 19日 第 30‐12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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓井筒屋和服 Day～和服で夏を楽しもう～ 
 
 かさま歴史交流館井筒屋では、和服でまち歩きを楽しんでいただく企画として、浴衣などの和

服で井筒屋に来館された方に「オリジナルうちわ」をプレゼントしています。（※うちわがなく

なり次第終了します。） 

 夏まつりなどに合わせてぜひ、和服で笠間稲荷門前通りにお出かけください。 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118（月曜日休館） 

 

 ㉔としょかんまるかじり夏休みクイズラリー2018 
 
 クイズに参加して図書館のことを知ろう。 

日時 7月 31日（火）～8月 19日（日） 午前 10時～午後 4時 30分 ※答えあわせは8月末まで   

場所 笠間図書館（笠間市石井 2023-1） 

対象 幼児から小学生（字が書ければ参加できます。） 

申込方法     事前の申し込みは不要です。参加したい人は、笠間図書館のクイズラリーステ              

                      ーションに来てください。 

問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 

 

 ㉕「ぞう列車がやってきた」ミニコンサート 
 
 トモア駅前シネマ「ぞう列車がやってきた」の上映に合わせて、笠間少年少女合唱団による合

唱ミニコンサートを開催いたします。ぜひ、この機会にご家族、ご友人などお誘い合わせの上、

お出かけ下さい。 

日時 8月 23日（木） 開演：午後 0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 プログラム：「ぞう列車がやってきた」笠間少年少女合唱団 

定員 135名 

参加費 駅前シネマ観覧者無料 ※映画のチケットをお持ちください。 

申込期間  席があれば当日参加可能 

申・問 地域交流センターともべ      ℡ 0296-71-6637 

 

                お詫びと訂正                  
 

平成 30年 7月 12日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P9「⑳男女共同参画推進フォーラム」

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】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。 

【正】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） 

                   ※友部図書館前の市職員駐車場（笠間市平町 2077-3）をご利用ください。 

問 秘書課（内線 226） 

  ⑩ページ    【回覧】次号は 8月 2日発行 第 30-13号 

 


