
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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 

 

 
 

【回覧】お早めに回してください 全 12ページ(A3…3枚)    ①ページ 

■  お知らせ 

①  公共下水道管渠布設工事に伴い交通規制を行います 

②   配水管布設替工事に伴い交通規制を行います 

③   違反広告物を撤去します 

④    9月は動物愛護月間です 

⑤  茨城県獣医師会による犬猫の避妊、去勢手術

       費用の助成事業が始まります 

⑥  ごみの出し方の再確認をお願いします 

⑦   高齢者等世帯を対象に収集袋によるごみ 

       出し支援事業を開始します 

⑧  有害鳥獣捕獲を実施します 

⑨  健康診査（9月～11月分）を実施します 

⑩ 歯周疾患検診を実施します 

 ⑪   特設無料人権相談を開設します 

 ⑫   大学教授による無料法律相談会を開催します 

   ⑬   空家無料相談会を開催します 

   ⑭   かさま歴史交流館井筒屋の指定管理者を募集します 

⑮   茨城県中小企業資金融資制度をご活用ください 

   ⑯  茨城県盲学校理療科オープンスクールを  

          開催します    

⑰ 第 4回 元気いばらき就職面接会を開催します 

⑱  ひとり親家庭応援「パソコン初級講習会」

       を開催します 

⑲  介護支援専門員の更新研修および再研修  

       の参加者を募集します 

⑳  市民センターいわまの改修工事が完了します 

㉑  第 10回 岩間公民館まつりを開催します 

 

 

㉒   第 13回 笠間いなり寿司コンテストの 

       レシピを募集します 

㉓  「豊かな笠間の自然」をテーマにした写真

      を募集します 

㉔ 花王・みんなの森づくり活動助成の募集をします 

㉕  第 1回「十三天狗」笠間の栗稔力
ねんりき

祭
さい

の 

       天狗役を募集します 

㉖   児童館フリーマーケットの出店者を募集します 

 

■  趣味・体験 

㉗  地域交流センターともべフリーマーケット 

㉘  笠間市地域おこし協力隊活動報告会 

㉙ 笠間の作家 60人展  

       第 5回 ～暮らしを楽しむ土鍋と灯り～ 

㉚  介護予防教室！健康体操 

㉛   みんなの保健室かさま 

㉜  健康講座「脂質異常症について 

       ～動脈硬化を予防しましょう～」 

  ㉝ アームレスリング選手権大会  

㉞  水戸ニューモラル講演会 

㉟  いろはクラシック   

㊱  第 10回 月見の会 

㊲   ふるさとのお月見会  

㊳  女性のための Facebook 活用セミナー      

㊴  地方自治研究講演会 

㊵  スコーレ家庭教育講座

       

 

 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

  
 市で整備を進めている「道の駅」の現在の状況について、説明会を開催します。 

日時   8月 29日（水） 開会：午後 7時  

場所 市役所本所  2階 大会議室 

問 道の駅整備推進課（内線 239） 

       「道の駅」整備事業の説明会を開催します 

 【回覧】お早めに回してください    全 16ページ(A3…4枚) ①ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① 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。 

規制期間 8月下旬～12月下旬（予定） 

規制区間 笠間市下郷地内（地域交流センターいわまより東へ約 140m） 

規制内容 全面通行止（午前 9時～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 川根設備工業（株） 

問 下水道課（内線 71141） 

 ② 配水管布設替工事に伴い交通規制を行います 
 
 配水管布設替工事に伴い、交通規制を行います。通行の際には、工事看板および交通誘導員の

指示に従って通行してください。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   9月上旬～11月下旬（予定） 

規制区間  笠間市八雲 2丁目地内（友部中学校付近） 

規制内容 全面および片側通行止(午前 8時 30分～午後 5時） 

※工事箇所および規制区間は順次移動します。 

施工業者   （株）フカツー 

問 水道課（内線 71221） 

 

 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

              

         
 

 

 

 

 

 ④ 9月は動物愛護月間です 
 
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。必ず首輪を装着しましょう。 

【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。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、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） 

 

 ⑤ 茨城県獣医師会による犬猫の避妊、去勢手術費用の助成事業が始まります 
 
 茨城県獣医師会では、不幸な命を生みださないための対策の一環として犬猫の避妊・去勢手術

費用の一部を助成します。 

助成頭数 先着 1,000頭（犬、猫また雌、雄の区別なし） 

助成対象 県内に在住する犬、猫の飼い主。対象動物は、平成 30 年 9 月 1 日以降に県内の動物   

                      病院（獣医師会会員）で避妊・去勢手術を受けた犬、猫。 

助成金額 １頭につき一律 2,000円 

申込方法 県獣医師会に加入する動物病院にて応募用ハガキに必要事項を記入の上、茨城県獣医

                      師会へお申込みください。 

申・問   （公社）茨城県獣医師会 ℡ 029－241-6242 
 

 ③ 違反広告物を撤去します 
 
 市では、まちの良好な景観を維持するために、市内全域で違反広告物を撤去します。 

なお、撤去した広告物は、後日、種類、数量、撤去場所等を公告します。  

日時 9月 10日（月）～14日（金） 

対象 無許可で街路樹、電柱、道路標識、ガードレール、歩道柵等に掲出されているはり紙、 

             はり札、立看板、広告旗等の広告物 

問 都市計画課（内線 586） 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

               広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
      http://www.city.kasama.lg.jp/                 ③ページ 
    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ ごみの出し方の再確認をお願いします 
 
ごみ処理場の個人ごみ受け付けは、本来であれば引越し等一時的に大量なごみが出た場合や、集積

所に出せない粗大ごみを持ち込んでいただくことを目的としています。しかし、集積所に出せるごみ

を、直接処理場に持ち込まれる方が多く見受けられます。ごみの減量化と再資源化のため、地域の集

積所をご利用ください。 

 また、現在、ごみ集積所の管理は各地区等で行っていて、分別が間違っていた等で収集されなかっ

た場合、名前が書かれていないと誰のごみか分からず、管理をされる方に迷惑がかかりますので、ご

み袋には、必ずご記名ください。皆さんのご協力のほど、よろしくお願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 

 ⑦ 高齢者等世帯を対象に収集袋によるごみ出し支援事業を開始します 
 
ごみ出し用のコンテナを持ち運ぶ負担を軽減するため、高齢者・障がい者の世帯を対象に、「不

燃ごみ収集袋」「資源物収集袋」によるごみ出し支援事業を開始します。 

ご利用を希望される場合は、以下の方法によりお申し込みください。 

対象  1.世帯員全てが 65歳以上である世帯 

   2.世帯員全てが身体障がい者（身体障害者手帳の交付を受けている方）の世帯 

   3.その他、コンテナによるごみの持ち運びが困難であると認められる世帯 

    ※詳細はお問い合わせください。 

内容 【申請受付開始】  9月 3日（月）から  

    ※申請書は、環境保全課および各支所地域課で配布いたします。 

          【ごみ処理手数料】 不燃ごみ収集袋 1枚 40円、資源物収集袋 1枚 20円 

申請方法 1.環境保全課または各支所地域課の窓口に申請いただき、その場で審査を行います。 

    対象要件に該当することが確認できれば、その場で交付を決定します。 

                          ※申請書は、環境保全課、各支所地域課で配布いたします。 

          ※申請時に印鑑、身体障害者手帳（身体障がい者の方のみ）をご用意ください。 

      ※本人以外の申請は可能ですが、あらかじめ本人の同意を得てください。 

                   2.ごみ処理手数料を納入いただき、収集袋を交付します。 

※収集袋は、環境保全課、各支所地域課のみで取り扱い、一般の販売店では取り扱  いませんので、ご注意ください。 

申・問 環境保全課(内線 127)、笠間支所地域課(内線 72115)、岩間支所地域課(内線 73115) 

 

 ⑧ 有害鳥獣捕獲を実施します 
 
 農作物への被害を防止するため、笠間市鳥獣被害対策実施隊と、地域捕獲団体による有害鳥獣

捕獲を実施しています。 

実施区域 笠間市内全域 

捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン 

     平成 29年度捕獲数：イノシシ 119頭、カラス 134羽、ハクビシン 19匹 

捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲（地域捕獲団体については、箱わなによる捕獲） 

     銃器による捕獲を実施する区域には、当日広報車でお知らせします。 

※わなが仕掛けてある周辺には、看板が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

問 農政課（内線 527） 

 

注 意 

この周辺に 

イノシシを捕まえるための  

わながあります。 

 

  ④ページ     「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 健康診査（9月～11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） 

 9月  4日（火） 

午前 7時～10時 30分 

（1時間毎に受付） 

 9月 18日（火） 

10月 20日（土） 

11月  2日（金） 

笠間公民館 
10月  4日（木） 

11月 19日（月） 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

10月 16日（火） 

11月 18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は

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 

 

保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

 9月  2日（日） 

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。 

 10月 11日（木） 

骨粗しょう症検診も

同日受診可 

笠間公民館 

 9月 14日（金）※ 

 10月  3日（水）※ 

 11月 13日（火） 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

 9月  3日（月） 

 10月 17日（水） 

 11月 25日（日） 

○定員となり次第、受け付けを終了します。ご連絡をいただいた時点で受け付けを終了している

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.1～5）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 
 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

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。     
  かさま健康ダイヤル２４ ０１２０－３９９２－０１    ⑤ページ 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 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（自己負担金） 

     ※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。 

持ち物  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 

 

 ⑪ 特設無料人権相談を開設します 
 
毎日の暮らし中で起こるさまざまな人権に関わる、困りごとを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

しますので、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 9月 19日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：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） 

 ⑫ 大学教授による無料法律相談会を開催します 
 
日時 9月 12日(水)、10月 2日(火)、10月 11日(木) 午前10時～午後 3時（正午～午後１時を除く） 

場所 笠間市消費生活センター 地域交流センターともべ        内（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す。 

    ・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。 

講師 大学教授 山口
やまぐち

 康夫
やすお

さん 

定員 各日 4名（要予約、先着順） 

申込方法 事前に電話でお申込みください。 

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-73-6877 

 

 
 ⑥ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 空家無料相談会を開催します 
 
 空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。 

日時 10月 27日（土）午後 1時～4時 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応じます。 

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者（管理者）など 

             ※業として管理する方は対象外 

定員 6組（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法     予約票に必要事項を記入のうえ、窓口で直接または、郵送、FAX、メールにてお申し込みく  

                     ださい。予約票は窓口でお渡しするか、ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp                 

                    （「空家無料相談会」で 検 索）からもダウンロードできます。 

                      ※予約票に空家の写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズになります。 

申込期間  8月 27日（月）～9月 27日（木） 

申・問  まちづくり推進課  空家政策推進室（内線 534）  FAX 0296-77-5009 

        メール  akiya@city.kasama.lg.jp   

 

 ⑭ かさま歴史交流館井筒屋の指定管理者を募集します 
 
 市では、かさま歴史交流館井筒屋における歴史および、観光情報の発信と市民や観光客のさら

なる利用促進等を図るため、効果的、効率的に管理運営を行う指定管理者を募集します。 

施設 かさま歴史交流館井筒屋 （笠間市笠間 987） 

施設概要 木造3階建て（建築面積：236.05㎡） 

                      1階/観光インフォメーション、2階/歴史展示コーナー、3階/会議室、交流広場、駐車場 

委託期間 平成31年4月1日～平成34年3月31日（3年間） 

申請方法 募集要項で定める申請書、事業計画書等を提出してください。 

※申請に必要な書類、資料については、まちづくり推進課窓口に備え付けのほか、市ホームペー

     ジからダウンロードできます。 

申込期限 9月 25日（火） 

申・問 まちづくり推進課（内線 537） 

 ⑮ 茨城県中小企業資金融資制度をご活用ください 
 

    県の制度融資は、中小企業の皆さんが、前向きな事業展開や経営の安定などに必要なお金を円

滑に調達できるよう、県と金融機関、保証協会が協力して行う融資制度です。融資するお金の一

部を県が金融機関に預けることにより、長期、低利で融資を受けられる仕組みとなっています。 

  平成 30 年度については、創業者や小規模企業者を対象としたメニューの融資限度額の引上げや、

ホテル、旅館の整備を対象としたメニューの融資条件の緩和をするなどの見直しを行いました。 

  事業用設備の導入や更新を考えている方、新たな事業分野や海外へ進出する方、売上げが減少

して経営が厳しい方を対象とした融資など、さまざまなメニューをご用意していますので、ぜひ

ご活用下さい。申込み窓口は、お近くの商工会、中小企業団体中央会、または金融機関となって

います。 

問 茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ ℡ 029-301-3530 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15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 茨城県盲学校理療科オープンスクールを開催します 
 視覚に障がいのある方の職業自立に向けて、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師を育

成する課程です。3年間で医学的知識と専門的技術を身につけ国家資格取得を目指します。 

日時 10月 7日（日） 受付：午前 9時～9時 30分 

場所 茨城県立盲学校（水戸市袴塚 1-3-1) 

内容 オープンスクールでは、将来理療科への入学を希望する方のために、授業体験や個別相談を実施します。 

申込方法 メールまたは電話でお申し込みください。 

申込期限  9月 28日（金） 

申・問  茨城県立盲学校   ℡  029-221-3388  メール   koho@ibaraki-sb.ibk.ed.jp 

 

 ⑱ ひとり親家庭応援「パソコン初級講習会」を開催します 
 
 ひとり親家庭等の就業を促進するため、パソコン初心者を対象とした講習会を開催します。 

日時 10月 13日、27日、11月 10日、24日、12月 8日、22日（各土曜日、全 6日間） 

時間 午前 9時 30分～午後 3時 30分 

場所 クリエートパソコン教室（水戸市北見町 8-12）※無料駐車場あり 

内容 ワードとエクセル、ビジネスメールの基礎知識を学びます。 

対象 ひとり親家庭の母、父および寡婦で 6日間必ず出席できるパソコン初心者 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 2,000円（テキスト代） 

保育 2歳以上（日常生活支援事業利用のため、事前登録が必要） 

申込方法 電話にてお申し込みください。 

申込期間 9月 3日（月）～21日（金） 

申・問 （社福）茨城県母子寡婦福祉連合会 茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

      ℡ 029-233-2355 

 ⑰ 第 4回 元気いばらき就職面接会を開催します 
 若年者や離職者等の求職者を対象とした、第 4回元気いばらき就職面接会を開催します。県内

企業約 25 社の企業説明や面接を受けることができます。申し込み不要ですので、履歴書を複数

枚お持ちいただき、ぜひご参加ください。雇用保険の求職活動実績になります。詳しくはお問い

合わせください。 

日時 10月 25日（木）午後 1時 20分～3時 30分 受付：午後１時～ 

場所 つくば市役所 本庁舎 2階 201会議室（つくば市研究学園 1-1-1） 

対象 お仕事をお探し中の方 

参加費 無料 

問 いばらき就職支援センター 県南地区センター ℡ 029-825-3410 

 

 ⑲ 介護支援専門員の更新研修および再研修の参加者を募集します 
 
日時 11月 20日（火）～12月 19日（水）のうち 11日間 

※詳細はホームページをご覧ください。 

場所 水戸会場（確定次第ホームページに掲載します。） 

対象 更新研修：実務未経験者  再研修：有効期間満了者 

定員 80名 

参加費 43,640円（税込 、テキスト代含） 

申込期限 10月 31日（水）（先着順にて定員になり次第終了） 

申・問 （公財）介護労働安定センター茨城支部 水戸市南町3-4-10 水戸FFセンタービル 6階 

         ℡ 029-227-1215 FAX 029-227-1216  ホームページ  http://www.kaigo-center.or.jp/ 

 

⑧ページ     飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 第 10回 岩間公民館まつりを開催します 
 
 今年も各地域の特色を生かした市民参加型の公民館まつりを開催します。日ごろの学習・練習

の成果をぜひご覧ください。皆さんのご来館をお待ちしています。 

会期  9月 21日（金）～24日（月） 

場所 岩間公民館 (笠間市下郷 5140 市民センターいわま 3階) 

部門 期日 内容 

発表 

9月 22日（土） あたごの笛発表会、マーガレット・エコー発表会、アンサンブル・ 

ヴォーチェ発表会 

9月 23日（日） 環の会（童謡） 

9月 24日（月）  朗読ひばりの会、琴伝流 大正琴 ふれあい琴の会 琴春会、 

展示 
9月 21日（金）

～24日（月） 

保育園・幼稚園児作品展、小中学校児童生徒作品展、自主サークル作

品展 

催し物 

9月 21日（金）  シルバーリハビリ体操 

9月 22日（土）  イシュタヨガ体験、太極拳演舞 

9月 23日（日）   レフア、ケニケニ・ククナオカラー（フラダンス）、スポーツ吹矢体験 

9月 21日（金）

～24日（月） 

【和室】折り紙体験 

9月 21日（金）

～24日（月） 

水質浄化啓発活動、消費生活展 

9月 23日（日） 【市民センターいわま駐車場】 

 笠間市赤十字奉仕団岩間支部（非常食試食体験） 

※友部公民館は会期 11月 1日（木）～4日（日）、笠間公民館は会期 11月 23日（金）～25日（日） 

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 

 

 

   

                         

        

 

 
 

 ⑳ 市民センターいわまの改修工事が完了します 
 
 改修工事を行っていた市民センターいわまは、8 月末をもって工事が完了しますので、9 月 1

日から全施設をご利用いただけます。工事期間中は、ご理解、ご協力をいただきありがとうござ

いました。 

問 岩間支所地域課（内線 73122） 
 

 ㉒ 第 13回 笠間いなり寿司コンテストのレシピを募集します 
 
笠間いなり寿司コンテストの開催にともない、オリジナルのいなり寿司レシピを募集します。

応募いただいたレシピは書類審査の後、10月 8日（月・祝）のコンテストで笠間いなり寿司いな

吉会加盟店会が調理、販売し、ご来場の皆さんの投票により、グランプリを決定します（調理の

油揚げは、すべて統一したものを使用します）。ぜひ、ご応募ください。 
部門 こどもの部（中学生以下）、学生の部（高校生・大学生・専門学校生）、大人の部（プロの    

             参加も可） 

申込方法 応募用紙に必要事項を記入の上、郵送またはメールでご応募ください。応募用紙は市

                      内公共施設に備え付けてあるほか、笠間いなり寿司いな吉会の Facebookに掲載して  

                      あります。（「笠間いなり寿司いな吉会」で検索してください。） 

申込期限 9月 14日（金）必着 

申・問 〒309-1611 茨城県笠間市笠間 1464-3 笠間市商工会 「笠間いなり寿司コンテスト」係 

          メール kasamainakichikai@yahoo.co.jp（件名に「笠間いなり寿司コンテスト応募」 

                 とご記入ください。）  
                 ※お問い合わせはメールでお願いします。 

 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。       ⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓「豊かな笠間の自然」をテーマにした写真を募集します 
 
みなさんが撮った、素敵な写真を環境フェアで展示してみませんか。 

来場者に豊かな笠間の自然を知っていただき、環境について関心をもってもらうことを目的とし

ています。たくさんのご応募お待ちしています。応募いただいた方には、粗品をご用意しています。 

テーマ 豊かな笠間の自然 ※作品は自作のものに限ります。 

撮影場所 笠間市内 ※平成 29年 1月以降に撮影されたもの 

応募点数 原則 5点まで ※ 応募者多数の場合は展示数を調整する場合がありますので、提出    

                                                         写真に優先順位をつけてください。 

作品規格 2L～A4サイズ 

展示場所 かさま環境フェア 2018会場  笠間市総合運動公園  管理棟前（笠間市箱田 867-1） 

掲示期間 10月 13日（土） ※予備日 10月 14日（日） 午前 9時～午後 3時 30分 

展示方法 パネルに募集した作品をランダムに掲示します。 

提出期間  9月 25日（火）～10月 5日（金） 

提出先 環境保全課（笠間市中央 3-2-1）  

応募上の注意  ※ 人物等が写っている場合は、必ず被写体の方の承諾を受けてください。 

  ※ 撮影禁止場所では撮影しないでください。 

        ※ 応募された作品は、原則、返却しません。（返却は要相談） 

     ※ 応募の際、窓口で「写真のタイトル、撮影場所、撮影者氏名」を記載していた だきます。 

                               ※ 応募いただいた写真は、ラミネート加工をし、展示させていただきます。 

                               ※ 粗品のプレゼントは、写真数に関わらず 1人 1品となります。 

申・問 かさま環境フェア実行委員会 事務局 環境保全課（内線 125） 

 

 ㉔ 花王・みんなの森づくり活動助成の募集をします 
 
 次世代に向けて緑豊かな環境を引き継いでいくことを目的に、NPOや市民団体に対し、地域の

環境を地域市民が自ら守り育てる活動を支援するものです。ぜひ、ご活用ください。 

内容 助成期間および金額   ・2019年3月から2022年3月までの3年間 

                 ・助成上限1・2年目50万円／年、3年目25万 円／年        

対象 任意の市民団体、NPO、町内会、自治会、学校 

定員 15～20団体（全国） 

申込方法 2018年「花王・みんなの森づくり活動助成」申請書に必要事項を明記の上、その他の

                      必要資料とともに郵送でご応募ください。ホームページ（「花王・みんなの森づくり  

                      活動助成 応募要項・応募用紙」で検索）より申請書をダウンロード、もしくは下記  

                      にお問い合わせください。 

申込期限 10月 14日（日）※消印有効 

申・問 （公財)都市緑化機構「花王・みんなの森づくり活動助成」事務局  

           〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-4田村ビル 2階 ℡ 03-5216-7191 

     ホームページ https://urbangreen.or.jp/grant/kao_min-nanomori/youkou-kao 

              

      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 

  ⑩ページ  ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 第 1回 「十三天狗」笠間の栗 稔力
ねんりき

祭
さい

の天狗役を募集します 
 
 十三天狗伝説で有名な愛宕神社に、天狗が栗を奉納します。当日、天狗として奉納に参加して

いただける方を募集します。当日の見学もお待ちしていますので、皆さんお誘いあわせのうえ、

お越しください。 

日時 9月 9日（日）午前 9時〜正午 

場所 滝入不動尊集合  

内容 滝に打たれ身を清める。天狗の栗畑で栗拾い。愛宕神社に栗を奉納。 

定員 13名（定員になり次第締め切り） 

申込期限 9月 4日（火） 午後 5時まで 

申・問 （株）うまい栗焼酎をつくる研究会     ℡  0296-73-5041 

 

 ㉖ 児童館フリーマーケットの出店者を募集します 
 
 不要になったものや手作り品など、ご家族やお友達と出店してみませんか。 

日時 10月 8日(月・祝) 午前 10時～午後 2時 ※食品のご出店については、ご相談ください。 

場所 笠間市児童館 館庭（笠間市南友部 1966-140）※雨天時は遊戯室 

定員 先着 12区画 

参加費 無料 

申込方法 窓口に直接、または電話にてお申込みください。 

申込期間 9月 22日(土)～10月 5日(金） 

申・問  笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 ㉗ 地域交流センターともべフリーマーケット 
 
 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。 

       開催日が誕生日の方には素敵なプレゼントもご用意していますので、ぜひお出かけください。 

日時 9月 23日（日） 毎月 第 4日曜日 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 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

 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・収税課 
【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                  ⑪ページ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ 笠間の作家 60人展 第 5回 ～暮らしを楽しむ土鍋と灯り～ 
 
 笠間で活躍する作家を毎回 5人ずつ紹介する展示会です。初日は 1日だけの特別限定ランチを

予定しています。ぜひお越しください。 

日時  9月 1日（土) ～17日（月・祝）  月曜日休館（祝日の場合は翌平日） 

   午前 9時 30分～午後 5時  

場所 笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

内容 土鍋と照明等の笠間焼陶芸作品展示、販売 

作家：庄司
しょうじ

 健
けん

さん、仲本
なかもと

 律子
りつこ

さん、藤本
ふじもと

 均
ひとし

定成
さだなり

さん、町田
まちだ

 幸
みゆき

さん、藤田
ふじた

陶房
とうぼう

さん 

参加費 無料（特別限定ランチは 1,650円、要予約） 

申・問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 

 ㉘ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会 
 
都市部から移住し笠間の PR や地域活動に取り組む、地域おこし協力隊の活動報告会を開催し

ます。申し込みは不要で、どなたでも参加いただけます。ぜひ、お気軽にお越しください。 

日時 

9月 10日（月） 

  ～17日（月・祝） 

午前 10時～午後 4時 

9月 22日（土） 

午後1時30分～4時30分 

9月 22日（土） 

午後 6時 30分～7時 

内容 

隊員（2年目） 

河又
かわまた

 恵
けい

太
た

さん 

「いままで・これから展」 

活動に関するパネル展示 

隊員（3年目） 

柳澤
やなぎさわ

 明
あきら

さん 

「里山としての笠間ワイン

の丘を考える」 

フィールドワーク 

隊員（3年目） 

秋元
あきもと

 健一
けんいち

さん 

「笠間朱色物語、これまでと

これから」 

活動に関する報告会 

場所 

 

 

まちのベンチ 

（笠間市八雲 1-1-14） 

 笠間ワインの丘 

（笠間市大渕 大井神社参道西側） 

 かさま歴史交流館井筒屋 

（笠間市笠間 987） 

※雨天時は午後2時30分から 

   かさま歴史交流館井筒屋 

 

 

かさま歴史交流館井筒屋 

（笠間市笠間 987） 

問 まちづくり推進課（内線 538） 

 県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生

活できるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。 

※詳しくは、茨城県 子ども家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県福祉相談センター（中央児童相談所）里親担当 ℡ 029-221-4150 

ホームページ   http://www.pref.ibaraki.jp/  （「子ども家庭課」で検索） 

 

ご存知ですか？里親制度 

 ⑫ページ  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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉚ 介護予防教室！健康体操 
 
 音楽に合わせて、体、口、脳のトレーニングができます。 

日時  9月 14日（金）  午後 2時～3時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」健康ふれあいルーム（笠間市下郷 4438-7） 

内容  リズムに合わせて行うストレッチ、誤飲防止の為に喉の力、舌の動きを鍛えるパタ    

              カラ口腔体操、映像を使った脳トレなど。 

持ち物  動きやすい服装、タオル、 飲み物、室内シューズかスリッパ 

講師 生活総合機能改善アドバイザー 茅根
ち の ね

 佳
か

奈美
な み

さん 

定員 40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・問  地域交流センターいわま「あたご」  ℡ 0299-57-3357 

 ㉛ みんなの保健室 かさま 
 健康に不安のある方が話をしたり、がん等の体験者同士やその家族の話しに耳を傾けることで

少しでも前向きになれるようにお話をする場です。 

 月１回のささやかな集まりですが、皆さんの交流の場としてお気軽にご参加ください。 

日時  9月 21日(金) 午後 1時 30分～3時 30分 

場所 地域交流センターともべ      コミュニティルーム（笠間市友部駅前 1-10） 

内容 保健センターの保健師による血圧測定、健康に関するお話があります。がん体験者やその

             家族との情報交換もできます。 

参加費   無料 

申・問  友部
と も べ

 登
のぼる

 ℡ 0296-72-8339 

 

 ㉜ 健康講座「脂質異常症について～動脈硬化を予防しましょう～」 
 
 動脈硬化を進行させる原因のひとつが脂質異常症で、脳卒中、心臓病などの病気を引き起こし

やすくなります。中性脂肪やコレステロールについて理解し、生活習慣を見直しましょう。 

日時  9月 26日（水）午後 1時 30分～3時 

場所 保健センター（笠間市南友部 1966-1） 

内容 脂質異常症についての講演会 

講師 笠間市立病院  医師  竹内
たけうち

 優
ゆう

都
と

さん 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 窓口、または電話でお申し込みください。 

申込期限  9月 18日（火） 

申・問  保健センター ℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

 後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。      ⑬ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝ アームレスリング選手権大会 
日時 9月 30日(日) 

   受付、検量：午前 10時～10時 40分 開会式：11時 競技開始：11時 30分(予定)    

場所 イオンモール水戸内原 2階イオンホール (水戸市内原 2-1) 

競技部門 ○茨城県知事杯市町村対抗大会：(チーム編成 4人、2人でも出場可。試合は先鋒、   

                         中 堅、大将の 3人で行う。1名は交代選手。) 

                      ○オール東日本オープン大会： ・ゴールドクラス：有力選手・シルバークラス：一般レベル 

                                                                         ・ブロンズクラス：実績や経験の少ない選手  

                          ※エントリーは自己申告制です。ただし(前年度)シルバークラスとブロンズクラス優勝者は

                               1ランク以上の出場となります。 

      ○東日本マスターズ大会：東日本に居住または、勤務する 45歳以上の者 

                      ○障害者大会：（左・右）体重無差別 

                      ○オール茨城大会：（左・右）65kg以下級・75kg以下級・75kg超級 

           ※出場資格（年令）15才以上（マスターズを除く） 

参加費   ○茨城県知事杯 市町村対抗大会:  1チーム 9,000円 

      ○男子の部：1部門 4,000円 ※1部門追加ごとに 1,000円 

      ○障害者大会：無料（障がい者手帳のコピーを添付してください） 

服装 上は Tシャツまたはタンクトップ、下はトレパン、バギーパンツびおよび運動靴等スポー 

    ツをするのにふさわしい服装。※作業服、ジーンズ、半ズボンでの出場はできません。  

注意事項 1.参加費の同封していない申込書は受理しません。 

     2.郵便番号、住所、電話番号の記載は明確にお願いします。 

申込方法 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて大会事務局にお申し込みください。 

申込期限 9月 10日（月）必着 

申・問  オール茨城アームレスリング連盟 ℡ 090-5411-6875  〒309-1723 笠間市矢野下 1379-3 

            

 ㉞ 水戸ニューモラル講演会 
 
 心のあり方（心づかい）が大切なモラルについて学びませんか。 

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

場所 茨城県立歴史館 講堂（水戸市緑町 2-1-15） 

講師 （公財）モラロジー研究所 東日本生涯学習センター長 小松
こ ま つ

 遊
ゆう

平
へい

さん 

内容 感謝の心が人生を拓く 

定員 70名  

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXで住所、氏名をお伝えください。 

申込期限  9月 23日（日） 

申・問 水戸モラロジー事務所 ℡・FAX 029-263-2553 

 

 
  ｢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） 
⑭ページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㊱ 第 10回 月見の会 
 
秋の夜に、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。かがり火の灯りの下、さまざまな演目

をご用意しています。ぜひ、夜景と月を愛でながら、リラックスした一夜をお楽しみください。 

日時 9月 23日（日）開会：午後 6時  

場所 笠間つつじ公園（笠間市笠間 616-7） 

             ※出入口は、つつじ公園北側第 3料金所 

※第 2、3料金所付近の駐車場をご利用ください。（数に限りがあります） 

※雨天時は規模を縮小して、笠間公民館にて開催します。 

内容 太極拳、音楽演奏（長谷川繁ファミリークワイヤ、うたうたい りりぃ、笠間稲荷囃子保存

会）、地場食材を使った飲食物などの販売 

参加費 無料 

問 月見の会実行委員会 担当：福田  ℡ 080-1987-1146 

ブログ「月を愛でる」http://blog.livedoor.jp/wallandegg/ 

 ㊲ ふるさとのお月見会 
 
昔ながらのお月見会を開催します。一年で一番美しい中秋の名月「ふるさとの十五夜の月」を

鑑賞しませんか。お月見料理を味わいながら、「ふるさといわま」のぬくもりを感じてみません

か。どなたでも無料で参加できますので、ぜひお越しください。 

日時 9月 24日(月)   午後 4時～6時  

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

             ※雨天時は館内で行います。 

             ※料理はなくなり次第終了となります。  

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 

 ㉟ いろはクラシック 
 
クラシック音楽と歌のいろはを学びながら、アイリッシュハープの演奏を楽しみませんか。申

し込みは、随時受け付けています。 

日時 毎月第 4火曜日 午後 3時～   開場: 午後 2時 45分 

場所 地域交流センターいわま「あたご」多目的ホール（笠間市下郷 4438-7） 

講師 早川
はやかわ

 千丈
ち ひ ろ

さん 

定員 40名（先着順） 

参加費 700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・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

平成 30年 8月 23日 第 30‐15号 

 小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。    ⑮ページ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊴ 地方自治研究講演会 
 
 国際協力現場で活躍されている鬼丸

おにまる

 昌也
ま さ や

さんを招き、地域活性化のもととなる、一人ひとりの

意識・意欲の向上をテーマに講演会を開催します。新しい一歩を踏み出すために必要な勇気が育

まれる内容となっていますので、ふるってご参加ください。事前の申し込みは不要です。 

日時 9月 25日（火）開場：午後 6時  開演：午後 6時 30分  

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

内容 一歩を踏み出す勇気 ～支援の現場で学んだ「一歩」の踏み出し方～ 

講師 （特非）テラ・ルネッサンス 鬼丸
おにまる

 昌也
ま さ や

さん 

定員 500名 

対象 行政関係者および一般の方 

参加費 無料 

問 秘書課（内線 554） 

 ㊳ 女性のための Facebook活用セミナー 
 
Facebook に登録してみたものの、何が出来るのかよくわからない方、Facebook を活用してビ

ジネスの認知やイベント集客等に使いたい方など、具体的なテクニックやノウハウが満載のセミ

ナーです。託児もご利用いただけますので、子育て中の方も気軽にご参加ください。 

日時  9月 18日（火）午前 10時～正午  受付：午前 9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） 

講師 NPO法人   子連れスタイル推進協会 

対象 SNS初心者の方、自宅でスモールビジネスを検討している方や開業したい女性の方 

定員 30名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法  電話でお申し込みください。 

申込期限  9月 14日（金） 

申・問 秘書課（内線 226） 

 ㊵ スコーレ家庭教育講座 
 
 子どもとの関わり方について考え、子育てのポイントをつかむことでわが子の能力を伸ばしま

しょう。 

日時 9月 27日（木）午前 10時～11時 30分 受付:午前 9時 30分 

場所 友部公民館 2階 会議室（笠間市中央 3-3-6） 

講師 （公社）スコーレ家庭教師振興協会 講師 山田
やまだ

 薫
かおる

さん 

内容 やる気 UP!!ぐんぐん伸びる子育て 

対象 乳幼児から思春期のお子さんの保護者 

定員 受講 50名、託児 20名(先着順) 

参加費 受講、託児ともに無料 

申・問 北島
きたじま

 ℡ 080-4185-0305   

 

⑯ページ     【回覧】 次号は 9月 6日発行  第 30-16号 

 


