
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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   道路に置かれた私有物は撤去してください 

②   福祉センター「いわま」解体工事に伴い    

       遊歩道を一時封鎖します 

③   交通事故が多発しています 

④   健康診査（10月分）を実施します 

⑤   高齢者を対象とした無料の歯科健診を      

       実 施します 

⑥   特設無料人権相談を開設します 

⑦   生活困窮者自立相談窓口をご利用ください 

⑧   介護用品購入の助成には申込が必要です 

⑨   エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑩   高齢者の悪質商法被害防止キャンペーン   

       実施中です 

⑪   福祉バザー用品の寄付をお願いします 

⑫   フリーマーケットの出店者を募集します 

   ⑬   あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員      

          を募集します 

   ⑭   東京オリンピック「茨城県都市ボランティア」

          を募集します 

   ⑮   10月は年次有給休暇取得促進期間です 

   ⑯   第10回「笠間市公民館まつり」作品・ 発表

          の参加者を募集します          

   ⑰   ナイスハートふれあいフェスティバル2018  

          美術展の作品を募集します       

  

  ⑱   結婚相談会参加者を募集します 

  ⑲   第 3回 農場見学＆就農相談会 in県央 

         を開催します 

 

 ■   趣味・体験 

 ⑳   子育てセミナー 

 ㉑   笠間市広域避難計画を考えるシンポジウム   

 ㉒   難病フェスタ 2018   

 ㉓   こころの健康講座「うつ症状を理解しよう」 

 ㉔   メディカルカフェ ～みんなの相談室～ 

 ㉕   イングリッシュ・スペース 

 ㉖   里山ウォーク 

 ㉗   市民センターいわまリニューアルオープンイベント 

 ㉘   門前キネマ 

 ㉙   笠間市聴覚障害者協会 創立10周年記念大会 

         ～障害者条例・合理的配慮のある社会づくり～ 

 ㉚   夢をつかむまで ～ひとつひとつ 少しずつ～ 

 ㉛   石の百年館「匠のワザ展」  

 ㉜   らくらく太極拳 

 ㉝   第 37回 IBARAKIウォークフェスティバル 

 ㉞   オーストラリアン・ハーバリウム 

 ㉟   編み玉とビーズのネックレスを作る教室 
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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 道路に置かれた私有物は撤去してください 
 
道路や側溝上に置かれた私有物は、通行の妨げとなります。そのことが原因で歩行者が転倒した

り、車がぶつかって事故を起こしたりする危険性があります。そうした事故が発生した場合、物を

置いた方や、所有している方に事故の責任が問われる可能性があります。現在道路上に置いている

私有物は、ご自分の敷地内に入れていただくか、撤去をお願いします。 

道路の適正な使用と通行による安全確保に、ご理解とご協力をお願いします。 

問     管理課 (内線 580) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 福祉センター「いわま」解体工事に伴い遊歩道を一時封鎖します 
 
福祉センター「いわま」の解体工事に伴い、工事期間中は周辺の遊歩道を封鎖します。登山の

際は、迂回路を通行してください。ご理解とご協力をお願いします。 

工事期間（予定） 9月上旬から平成 31年 1月中旬まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 岩間支所福祉課（内線 73171） 

 
                       

迂回路 

封鎖区間 
福祉センターいわま 

←山頂 
岩間駅→ 

 ③ 交通事故が多発しています 
 
 笠間市内の交通死亡事故は、今年に入りすでに 6件発生していて、全員が高齢者でした。 

運転する方へ  

・歩行者や自転車の高齢者を見かけたら、間隔を十分にとり、スピードを落とすなどの思いやり 

 のある運転をしましょう。 

・運転者の脇見や油断は、思わぬ危険を招きます。ハンドルを握ったら運転に集中しましょう。 

・薄暮時、夜間は、自転車や歩行者の早期発見のため、ライトの早め点灯を心がけ、対向車や先 

 行車がいない場合は、ライトを上向きに切り替えましょう。 

歩行者・自転車の方へ 

・急な横断や進路変更は危険です。道路を横断するときは、必ず止まって左右の安全を確認しま 

    しょう。 

・夕方や夜間に外出するときは、明るく目立つ色の衣類と反射材を着用し、自分の存在をドライ

    バーに知らせる工夫をしましょう。 

※失った命は戻りません。少しでも運転に不安を感じた時には、運転免許証の自主返納を考えて

     みませんか。市では、運転免許証を自主返納された高齢者に、支援を行っています。 

問 笠間警察署 ℡   0296-73-0110  市民活動課（内線 135） 

 

 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 健康診査（10月分）を実施します 
 
 特定健診、生活習慣病予防健診、高齢者健診のいずれか、結核、肺がん検診、大腸がん検診、

前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B・C型）で希望するものが受診できます。予約は必要あり

ません。個人負担金等の詳細については、保健センター年間予定表（P2～4）を確認してくださ

い。あなたの健康を守るために年１度は健康診査を受けましょう。 

※大腸がん検診は、健康診査時に容器を配布し、後日指定された日に提出となります。 

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） 

※今年度から新会場で実施しています。地図を参照ください。 

10月 5日(金） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
10月 10日（水） 

地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 10月 9日(火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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。 
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ヨークベニマル

カワチ

笠間市保健センター
（地域医療センターかさま内）

 ⑤ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します 
 
  高齢者の口腔機能の低下や、肺炎等の疾病を予防するために、無料の歯科健康診査を 、12 月

31日（月）（歯科医療機関の休診日を除く）まで実施しています。平成 30年度の対象者は、次の

とおりで、1年度に 1回受診することができます。 

対象者 

後期高齢者医療被保険者で、前年度で満 75歳、満 80歳、満 85歳の方 

（1）昭和 17年 4月 1日～  昭和 18年 3月 31日生まれの方 

 （2 ）昭和 12年 4月 1日～  昭和 13年 3月 31日生まれの方 

 （3）昭和  7  年 4月 1日～ 昭和   8   年 3月 31日生まれの方 

     ※  8月中旬に、対象の方に歯科健康診査のご案内を送付しています。 

受診場所 

 茨城県歯科医師会に属する歯科医療機関のうち、本事業を実施する歯科医療機関。 

 ※ご案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。 

実施方法 

 実施歯科医療機関一覧表の中からご希望の歯科医院に予約し、被保険者証、受診券、受診票、

     健康手帳、歯ブラシを持って受診してください。 

  ※受診票の問診項目は事前にご記入ください。 

健診内容 

 問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能の評価など 

 ※受診料は無料ですが、歯科健診に引き続き治療を行う場合には別途料金がかかります。 

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課  保健資格班 ℡ 029-309-1212 
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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。   ③ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 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、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

人権擁護委員と内容を整理した上でお願いします。 

日時 10月 2日（火）午前 10時～午後 3時   最終受付：午後 2時 30分 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

問 社会福祉課（内線 157） 

 ⑦ 生活困窮者自立相談窓口をご利用ください 
 
 市では、生活にお困りの方に対し、自立相談支援窓口を開設しています。働きたくても仕事が

見つからない、家賃が払えないなど、一人で抱え込まず、まずはお困り事をご相談ください。相

談は無料で、秘密は厳守します。 

【相談窓口】   笠間市社会福祉協議会 自立相談支援事業担当     ℡  0296-77-0730                       

                             社会福祉課（内線 157） 

 

 

 

 

         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 

 ④ページ     ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 

 笠間市では、企業や商店などの振興、市の財源確保を図るために、市の広報紙やホームページ

を広告媒体として活用しています。掲載をご希望の方は、ご連絡ください。 

 「パソコンがないので広告原稿が作れない」という方でも、掲載したい文章、イメージなどを

お伝えいただければ対応しますので、ご相談ください。 
 

種類 規格 掲載期間 掲載料（1か月につき） 

「広報かさま」 

（毎月 1回発行） 

サイズ① 45mm×85mm 

サイズ② 45mm×170mm 

1か月を単位として、

最大 12か月まで連続

して掲載可能 

サイズ① 10,280円 

サイズ② 20,570円 

ホームページ 
バナー広告 

70ピクセル×200ピクセル 
お問い合わせください。 

 
○広報かさま 

申込方法 秘書課備え付けの申込書に必要事項を記載し、掲載したい広告の原稿を添えて提出 

     してください。申込書は、笠間市ホームページからもダウンロードできます。なお、 

     申込みにあたっては、「笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱」（ホームページ参照） 

     をご確認ください。 

申込期限 掲載希望号の発行日から 2か月前の第 3木曜日 

その他  ・広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。 

      ・広報かさまの広告は 2色とします(色は市が指定)。 

      ・バナー広告はカラーです。 

       ・申込多数の場合は、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱第 4条の規定によります。 

※バナー広告については、業務を株式会社ホープへ委託しています。詳しくは、お問い合わせく 

ださい。 

申・問 秘書課（内線 226）、バナー広告：株式会社ホープ ℡ 092-716-1404 

 

 

 

 

 

 

 

      広報かさま・ホームページに掲載する有料広告を募集します        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 介護用品購入の助成には申込が必要です 
 
 在宅で高齢者等を介護している家族等に、介護用品を購入するための助成券を支給します。希

望される方は、次の内容をご確認の上、お申し込みください。 

対象者（次のすべてに該当する方） 

 （1）笠間市の被保険者であって、在宅で介護を受けている方（※1、2） 

 （2）要介護 3以上の認定を受けている方 

 （3）笠間市介護保険条例に定める保険料を完納している方（※3） 

   （※1）ケアハウス、グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に 

入所している方も含みます。なお、医療機関に入院中の方は対象になりません。 

   （※2）平成 29年 10月 1日から、市外にある上記施設（グループホーム以外）に入居してい

                            る方も対象となります。 

   （※3）対象者が属する世帯の全員が、保険料を完納している必要があります。 

申請および支給方法 

 介護保険証と印鑑を持参の上、高齢福祉課または支所福祉課の窓口で申請してください。 

 初めての方：随時申請を受け付けます。毎月 20日が申請締切日となります。 

 ご利用中の方： 8月下旬に更新申請の案内を送付しています。継続される場合は、9月 20日（木） 

 までに申請してください。 

 支給が決定すると、市から「支給決定通知書」、「笠間市介護用品購入券（4,000円⁄月）」、「指 

定販売店一覧」が届きます。 

購入券は、上期（4月分～9月分）および下期（10月分～3月分）ごとに交付します。支給の 

限度額は、月額 4,000円です。 

購入券の使用について 

 交付を受けた方は、指定販売店で購入券と引き換えに、市が指定する介護用品を購入できます。 

※購入金額が 4,000円未満の場合、差額は受け取れません。また、購入金額が 4,000円を超え 

た場合、超過分は利用者の負担となります。 

対象となる介護用品 

 排泄ケア用品、口腔ケア用品、清拭用品、消臭剤・防臭剤、介護用食器等  

申・問 高齢福祉課（内線 174）、笠間支所福祉課（内線 72132）、岩間支所福祉課（内線 73173） 
 

 ⑨ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
 
日時  9月 25日（火）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  

              ・施設モニタリング  ・排ガスの維持管理  ・浸出水の放流 

        (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 
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｢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）    ⑤ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ フリーマーケットの出店者を募集します 
 
家庭で眠っている日用品や衣類など、使わなくなったものをもう一度生かしてみませんか。出

品するものは、家庭菜園の野菜や、お米などの農作物のほか、鉢花、手工芸品なども大歓迎です。 

売るのも買うのも、見るのも楽しいフリーマーケットです。お気軽にお越しください。 

日時 10月 6日（土）午前 9時～午後 2時 受付：午前 8時 30分 

             ※雨天時は 10月 7日（日）に延期 

場所 友部公民館前広場（笠間市中央 3-3-6） 

申込方法 当日会場でお申し込みください。※小中学生は保護者同伴 

参加費 一区画 500円 

問  ごみを考える会（担当：菊地）  ℡   0296-77-5028 

 

 ⑪ 福祉バザー用品の寄付をお願いします 
 
   ボランティア連絡協議会  笠間・友部支部で福祉バザーを開催します。そこで、ご家庭の押し

入れに眠っている日用雑貨品などの寄付をお願いします。寄付していただける方は、社会福祉協

議会各支所に届けてください。益金はボランティア活動の充実、発展のために活用します。 

※友部地区中央支部管内にお住まいの方は、支部のバザーに品物の寄付をお願いします。 
 

 バザー開催日 会場 

友部地区 10月 21日（日） 「ふるさとまつり inかさま」友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

笠間地区 11月  3日（土） 「JAふれあい祭り」笠間芸術の森公園（笠間市笠間 2345） 

寄付用品 

日用雑貨品…なべ、茶碗、お盆などの食器類、石鹸、タオル、シーツ 

食品…しょうゆ、油、砂糖、缶詰など 

衣類…紳士服、婦人服、子供服など（クリーニングまたは洗濯済みの物） 

その他…手づくり品、野菜、鉢植え等 

※大型の物、こいのぼり、ひな人形、ガラスケースの人形等はご遠慮ください。 

問 笠間市社会福祉協議会  ボランティアセンター  ℡   0296-78-2626、笠間支所   ℡ 0296-73-0084 

                
 

 
 ⑥ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 

 ⑩ 高齢者の悪質商法被害防止キャンペーン実施中です 
 
    高齢者の消費生活相談は、依然として高水準で、当センターに寄せられる相談の半数以上を占 

    めています。相談の多い悪質商法について紹介しますので、普段からご注意ください。 

【通信販売トラブル（お試しのはずが、定期購入だった等）】  

     通信販売で購入する際は、購入・返品条件を必ず確認しましょう。 

【電話勧誘（ガス・インターネット・健康食品等のしつこい勧誘）】 

   態度をあいまいにせず、不要なものはきっぱりと断り、しつこい場合は、消費生活セン ターへ相談

しましょう。 

【訪問販売（無料点検、買い替えをすすめる、誘い文句に注意）】 

    その場で判断しない。少しでもおかしいと思ったら、消費生活センターや身近な人に相 談しましょう。 

【架空請求・不当請求（公的機関を名乗る架空請求に注意）】 

  身に覚えがなければ、絶対に連絡しない、絶対に支払わないようにしてください。 

※ 困ったときは一人で悩まず、ご相談ください。 

問 地域交流センターともべ     内 

   相談専用電話：0296-77-1313 

         相談受付時間：月～土曜日 午前 9時～正午、午後 1時～4時   ※日曜、第 2・第 4火曜は休館日 

  消費者ホットライン：188(イヤヤ)    ※お住まいの近くにある消費生活センターにつながります 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を募集します 
 
【事務職】 

勤務内容  受け付け、施設管理（修繕、除草作業等） 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 30分（8時間以内/日勤務） 

募集人数  1名 

賃金 810円/時間  

条件 パソコン（ワード、エクセル等）のできる方、普通運転免許要 

【用務員】 

勤務内容  宿泊棟の用務、清掃等 

勤務時間  午前 10時～午後 3時（4時間程度/日勤務） 

募集人数  若干名 

賃金 810円/時間  

条件 普通運転免許要 

応募資格   土日、祝日も勤務のできる健康な方 

雇用期間   1年以内（必要と認める場合は更新あり） 

勤務日数   14日以内/月 

勤務場所   あたご天狗の森スカイロッジ （笠間市上郷 2775-7） 

申込方法      観光協会で交付する申込用紙に記入の上、関係書類を添付して提出してください。 

審査方法   面接試験 

申込期間   随時 

申・問  (一社) 笠間観光協会     〒309-1611     笠間市笠間 1357-1 

                   ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211 

 

 
 ⑭ 東京オリンピック「茨城県都市ボランティア」を募集します 
 
 県では、2020年開催の東京オリンピックで活動するボランティアを募集します。全世界が注目

するビックイベントに参加し、一緒に大会を盛り上げましょう。 

応募期間 9月 18日（火）～12月 10日（月） 

活動場所 茨城カシマスタジアム周辺、鹿島神宮駅周辺等 

活動内容 交通案内、観光案内等 

応募条件 次の 3つ全てに当てはまる方 

     ①平成 17年 4月 1日以前に生まれた方 

     ②日本国籍を有する方、または日本に居住する資格を有する方 

     ③日本語による簡単な会話（意思疎通）のできる方 

募集人員 700人程度 

応募方法 電子申請（いばらき電子申請・届出サービス）、郵送または FAXで応募してください。 

     ※応募方法等の詳細は、お問い合わせください。 

応募・問  茨城県県民生活環境部オリンピック・パラリンピック課    ℡  029-301-2117 

     ホームページは「東京 2020茨城県関連情報」で検索してください。 
※ 茨城カシマスタジアムで観客サービス、競技運営サポートなどを行う「大会ボランティア」と

    は異なります。 

 
 ⑮ 10月は年次有給休暇取得促進期間です 
 
 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のために、年次有給休暇を計画的に活用しましょう。 

 土日・祝日と組み合わせて、プラスワン休暇を実施しませんか。 

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295 

 

平成 30年 9月 6日 第 30‐16号 

後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。    ⑦ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 第 10回 「笠間市公民館まつり」作品・発表の参加者を募集します 
 
 文化活動・学習活動の展示・発表のため開催いたします。 

【作品部門】 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

日時 
11月 １日（木）～4日（日）  

午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで） 

11月 23日（金）～25日（日） 

午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで） 

部門 絵画、文学、書、写真、手芸品、工芸、彫刻、生け花、その他 

出品点数 
一部門につき一人一作品の自作品または共同作品一点とし、二部門までの出品とす

る。作品は期間中展示できるものに限ります。 

対象 
市内在住、在勤、在学の方、文化団体または個人、公民館定期利用団体、自主活動団

体、福祉団体 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。（月曜日休館） 

申込期限 10月 5日（金） 11月１日（木） 

申・問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533   笠間公民館 ℡ 0296-72-2100   

【発表部門（市民芸能発表会）】  

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

日時 11月 25日（日）午前 10時  受付：午前 9時 

部門 ダンス、歌謡曲、舞踊、民謡、楽器演奏など 

発表曲数 
1団体 3曲まで。演目の時間は 1曲につき 2コーラス、最大 3分までとし、カラオケ

は一人１曲とします。 

対象 
市内在住、在勤、在学の方、文化団体または個人、公民館定期利用団体、自主活動団

体、福祉団体 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。（月曜日休館） 

申込期限 11月１日（木） 

申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100  

 

  ⑰ ナイスハートふれあいフェスティバル 2018美術展の作品を募集します 
 
 障がい者（児）による文化活動の発表および展示の場として、ナイスハートふれあいフェステ

ィバルが開催されます。ぜひご応募ください。 

展示期間 12月 7日（金）～10日（月） 

場所 茨城県立県民文化センター（水戸市千波町東久保 697） 

内容 絵画、書道、写真、陶芸、工芸の 4部門 

対象 市内に居住する障がいをお持ちの方 

申込方法 窓口にてお申し込みください。 

申込期限 9月 25日（火） 

申・問  社会福祉課（内線 154） 

 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 

        【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 

    ⑧ページ  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ⑲ 第 3回 農場見学＆就農相談会 in県央を開催します 
 
県内で「農業を始めたい」「農業法人等に就職したい」方のための農場見学および、就農相談

会です。お住まいの自治体、農業法人、当公社等が個別に就農、就職の相談に対応します。 

日時 9月 22日（土） 午前 9時 30分～午後 4時 40分  

集合場所  公共交通機関ご利用の方：JR岩間駅  午前 9時 30分集合 

                      自家用車ご利用の方：笠間市役所岩間支所（笠間市下郷 5140）   午前 10時集合  

                      ※ 各集合場所からは、貸切バスで移動します。 

定員 30名（先着順） 

参加費  無料（昼食代は各自負担） 

申込方法  FAXまたはホームページのお問い合わせフォームからお申し込みください。 

申込期限  9月 21日（金） 

申・問 （公社）茨城県農林振興公社  ℡ 029-239-7131   FAX 029-239-7097 

                   ホームページ  http://www.ibanourin.or.jp/concier/ 

 ⑳ 子育てセミナー 
 
 親子で子育てのポイントが学べます。託児つきですので、お気軽にご参加ください。 

日時 9月 29日（土）午後 3時～5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 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 

内容    自尊感情を高める5つの方法  ～子どもの自己肯定感を高める方法を学び、毎日の生活に取り入れましょう～ 

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 

申込方法 電話、メールまたは FAXでお申し込み下さい。 

申・問 民間学童すまいる  ℡  080-3503-2290      FAX   029-259-2774 

                 メール msuda21@i.softbank.jp 

平成 30年 9月 6日 第 30‐16号 

 ⑱ 結婚相談会参加者を募集します 
 
 素敵な出会いをサポートするために、県から委嘱を受けたマリッジサポーターが生涯のパート

ナー探しのお手伝いをします。当日の予約は不要ですので、お気軽にご参加ください。 

日時 10月 7日（日） 午前 10時～午後 3時 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

内容 マリッジサポーターが所有している数多くの写真付きプロフィールから、理想の相手を見

             つけてお見合いを申し込むことができます。 

対象 結婚を希望する本人をはじめ、家族、親戚、友人など 

参加費  無料 

※ プロフィールの閲覧を希望される方は、本人のプロフィールが必要になりますので、ご自身    

     の上半身の写った写真（7ｃｍ×10ｃｍ）を持参ください。 

問 市民活動課（内線 133） 

 

              猫は屋内で飼いましょう。                    ⑨ページ          

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓ こころの健康講座「うつ症状を理解しよう」 
 
 うつ症状はだれでも起こりうる気分障害の一種です。自分のため、身近な人のためにうつ状態

の理解を深め、対処法について学びましょう。 

日時 10月 16日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 笠間公民館   大会議室  （笠間市石井 2068-1） 

講師 筑波大学医学医療系 教授 高橋
たかはし

 祥
よし

友
とも

さん 

定員 40名（定員になり次第締め切り） 

参加費   無料 

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 10月 5日（金） 

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

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 
 ㉔ 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。 

日時 10月 18日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 30分～  

場所 市立病院  2階  リハビリ室（笠間市南友部 1966-1） 

内容 講話：「穏やかな最期のために～緩和医療について～」、個別相談等 

講師 市立病院医師 

定員     20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  地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 ㉒ 難病フェスタ 2018 
 
日時 10月 6日（土）  午後 0時 30分～4時  

場所 東海村総合福祉センター「絆」 多目的ホールほか（那珂郡東海村村松 2005） 

内容     ・講演会：難病患者の災害時の心得 講師：宮城県患者家族連絡協議会 小関
こ せ き

 理
おさむ

さん 

             ・患者体験発表：てんかん、パーキンソン病 

             ・アトラクション： 女性合唱ほか 

             ・医療等相談：茨城県立医療大学教授 河野
こ う の

 豊
ゆたか

さん 

参加費 無料 

申・問 茨城県難病団体連絡協議会 ℡・FAX 029-244-4535 

⑩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 笠間市広域避難計画を考えるシンポジウム 
 
 笠間市原子力災害広域避難計画をより実効性のあるものにするため、シンポジウムが開催され

ます。申し込みは不要です。ぜひお越しください。 

日時 9月 22日（土）午後 1時 30分～4時 30分  

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

対象 市内在住および在勤の方 

定員 130名（先着順） 

参加費 無料 

問 総務課危機管理室（内線 245） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ イングリッシュ・スペース 
 
 英語を使ってみたい！外国のことについて聞いてみたい！という方はお気軽に参加ください。 

日時 10月 2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      会議室  （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 ビアンカ・ローレンスさん 

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   10月 1日（月） 

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

       

 

 ㉗ 市民センターいわまリニューアルオープンイベント 
 
 市民センターいわまの改修工事が 8月末で完了しました。これを記念してリニューアル記念式

典を開催します。当日はさまざまなイベントを開催しますので、皆さんぜひご来場ください。 

日時  9月 23日（日）  午前 9時～午後 5時  

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

場所 1階 市民ホール 2階 会議室 3階 岩間公民館 

時間 

・ 

内容 

○ミニコンサート 

午前 9時～9時 30分 

ヴァイオリン演奏 

飛田
と び た

 和華
わ か

さん 

○映画会 ※入場無料 

午前 10時 30分（お子さん向け） 

忍たま乱太郎忍術学園全員出動の段 

午後 1時 30分（一般向け）     

最高の人生のつくり方 

○第 10回岩間公民館まつり 

午前 9時～午後 5時 

絵画、文学、工芸品等の作品

展示、自主団体の発表 

※開催期間 

   9月 21日（金）～24日（月）     

問 岩間支所地域課（内線73120） 岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 岩間公民館   ℡0299-45-2080 

  

  
 

 ㉖ 里山ウォーク 
 
 すがすがしい秋の空気を胸いっぱいに吸いながら、自然豊かな里山歩きを楽しみませんか。 

日時 10月 6日（土） 午前 9時～正午（予定） ※荒天中止  

場所 ビオトープ天神の里駐車場（北山公園付近） 

コース 天神の里駐車場→長畑池→北山公園（新池）→白鳥湖（弁天池）→飛龍神社→天神の里 

                （天神池）→天神の里駐車場 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 水筒、おやつ、雨具など ※ ハイキングができる服装でご参加ください。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 9月 27日（木） 

申・問 環境保全課（内線 125） 

平成 30年 9月 6日 第 30‐16号 

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。 ⑪ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ 笠間市聴覚障害者協会 創立 10周年記念大会 

   ～障害者条例・合理的配慮のある社会づくり～ 
 

   笠間市聴覚障害者協会の創立 10周年を記念して、演劇やテレビで活躍中の砂田
す な だ

  アトム
あ と む

さんの 

講演等を行います。 

日時 10月 13日（土）  午後 1時～5時  受付：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 式典、記念講演（講師：砂田
す な だ

 アトム
あ と む

さん）、展示コーナー 

対象 障がい者（児）およびその家族、手話に広く興味のある方など 

定員 100名  

参加費  1,500円（記念品など） 

申込方法  当日会場でお申し込みください。 

申・問  笠間市聴覚障害者協会   創立10周年記念大会実行委員会  FAX 0296-78-4283 

                 メールアドレス  kasama.deaf3.3@gmail.com 

 

 
 ㉚ 夢をつかむまで～ひとつひとつ 少しずつ～ 
 

 様々な困難を乗り越え，スケート選手として成功を掴んだ鈴木
すずき

 明子
あきこ

さん。強い自分も弱い自分

も素直に受け入れ、ひとつひとつすこしずつクリアしていくことの大切さをお話しいただきます。 

日時 10月 27日（土） 午後 1時 30分～3時 10分  

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

講師 プロフィギュアスケーター 鈴木
すずき

  明子
あきこ

さん 

対象 茨城県民 

定員 300名 

参加費 無料 

申込方法 ハガキ、FAX、Webまたは直接窓口で申し込みください。 

※「生涯学習講演会」と記載、郵便番号、代表者住所、代表者氏名（ふりがな）、代表者連絡先  

      電話番号、代表者を含めた人数をお知らせください。 

※  申込数が定員を超えた場合は 10月 12日（金）に抽選し、決定します。 

※  参加者決定については，代表者宛に通知します。          

※  講演会当日は決定通知のハガキを持参し、開演 10分前までに受け付けしてください。 

申込期限      10月 7日（日）※消印有効 

申・問  茨城県水戸生涯学習センター 〒310-0011  水戸市三の丸 1-5-38   茨城県三の丸庁舎 3 階 

                  ℡   029-228-1313    FAX 029-228-1633 

※ 手話通訳もあります。 

 ㉘ 門前キネマ 
 
  笠間稲荷門前通りの賑わいづくりを目指し、野外映画上映会「門前キネマ」を開催します。 

 申込は不要です。皆さんでぜひ、ご来場ください。 

日時 9月 22日（土） 午後 7時～9時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

内容 映画上映「怪盗グルーのミニオン大脱走」 

参加費 無料 

主催 笠間のまちと通りのこれからをみんなで考える会（かさまち考） 

問  まちづくり推進課（内線 537） 

⑫ページ     小さな命大切に。犬・猫の避妊、去勢手術をしましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ らくらく太極拳 
 
 出勤前や家事の前後などの朝活に、太極拳を取り入れてみませんか。 

日時 9月 11日（火）～12月 25日（火）の毎週火曜日 ※  10月 2日（火）は休み  

        午前 6時 30分～7時 30分 集合：6時 20分 

場所 旧笠間市商工会 岩間事務所前広場（笠間市下郷4439-46）※ 雨天時は、旧笠間市岩間商工会館 2階 

講師 楊名時八段錦太極拳 師範   藤枝
ふじえだ

 富
ふ

美子
み こ

さん 

参加費 無料 

持ち物 帽子、タオル、飲み物等 ※ 運動のできる服装でご参加ください。 

参加特典 割引・サービス「特典スタンプ券」進呈 

※ 1回参加するとスタンプを 1回押印し、2回押印されると割引・サービス協賛事業所で 

各種特典が受けられます。 

申込方法 窓口で直接または FAXでお申し込みください。参加申込書は各事務所に用意してあります。 

※ FAXの場合は、笠間市商工会  岩間事務所へお送りください。  

申・問 笠間市商工会 本所（笠間市笠間 1464-3） ℡ 0296-72-0844 

    笠間市商工会 友部事務所（笠間市東平 2-3-3） ℡  0296-77-0532 

   笠間市商工会 岩間事務所（笠間市下郷 5140）℡ 0299-45-5711 FAX 0299-45-2986 

 

    

  

   

 ㉜ 第 37回 IBARAKIウォークフェスティバル 
 
日時 10月 27日（土）    午前 8時～午後 1時（予定） ※小雨決行、荒天中止  

場所 常陸大宮市役所御前山総合支所（常陸大宮市野口 3195） 

コース 常陸大宮市役所御前山総合支所→御前山橋→御前山ダム公園→御前山橋→常 陸大宮市    

                 役所 御前山総合支所 ( ゴール・昼食会場、完歩証、記念品受け取り) 

                  ※関東ふれあいの道№1を含む全行程約 10㎞ 

持ち物 昼食、飲み物、雨具、レジャーシート等（昼食会場に椅子等はありません） 

定員 200名（定員になり次第締切り） 

参加費  無料 

申込方法 住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、メールアドレスを明記の上、ハガキ郵送、

                       FAX、メールのいずれかでお申し込みください。 

                      ※ 受付完了者にはハガキにて通知します。 

申込期限 9月 28日（金）必着 

申・問  茨城県自然歩道利用促進協議会事務局（茨城県県民生活環境部自然環境課内） 

                  〒310-8555水戸市笠原町 978-6     ℡  029-301-2940 FAX  029-301-2948 

                  メール sizenhodo18@gmail.com 

平成 30年 9月 6日 第 30‐16号 

  

 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 
 

                                   

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。    ⑬ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉞ 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。都合の良い時間にお越しください。 

日時 9月 30日（日）午前 9時 30分～午後 3時 30分  

場所 笠間民芸の里 ギャラリー（笠間市笠間 2247-1） 

講師 Hana
は な

 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 

 

  ㉟ 編み玉とビーズのネックレスを作る教室 
 
 レース糸で編み玉や、花のモチーフなどを用意しておきますので、お好きなビーズと組み合わ

せてネックレスを作りましょう。 

日時 9月 30日（日）午前 9時 30分～午後 4時頃 ※当日参加もできます 

場所 笠間民芸の里   ギャラリー前 

講師 中野
な か の

 慶子
け い こ

さん 

対象 小学生から 

参加費 800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 

 ⑭ページ    【回覧】 次号は 9月 13日発行   第 30-17号 

 

 ㉝ 石の百年館「匠のワザ展」 
 
 石の百年館では、さまざまな視点から石の魅力を感じてもらうため、企画展を開催しています。

今回は墓石や建材だけでない稲田石の魅力を伝える「匠のワザ展」です。展示作品のなかには購

入可能なものもありますので、ぜひご来場ください。 

日時  9月 11日（火）～12月 24日（月・祝）月曜休館（祝日の場合は翌平日） 

          午前 9時～午後 5時（10月～3月は午後 4時まで） 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

内容 デザイナーとのコラボレーションにより制作された稲田石作品の展示など 

問 商工観光課（内線 510） 

区長を通して回覧・配布している文書を、電子回覧板として笠間市ホームページで公開してい

ます（区長文書が休みの週を除き、毎週木曜日に公開）。 

電子回覧板の閲覧方法 

笠間市ホームページのトップページから「電子回覧板」で検索して、ご覧ください。 

問 秘書課（内線 227） 

                         電子回覧板をご活用ください  


