
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  かさま新栗まつりの会場が変わります  

②  税務署での相談は事前予約制です 

③  飯田ダムの役割をご存知ですか 

④  施設清掃スタッフ講習の受講者を募集します 

⑤  認知症サポーター養成講座の受講者を募集します  

⑥  肝炎ウイルス検査を実施します 

⑦  10月は「飼い主マナー向上推進月間」です 

⑧  小児インフルエンザ予防接種費用の一部  

      助成があります 

⑨  平成 31年版 農業日誌・ファミリー日誌・ 

      新農家暦 予約を受け付けます 

 

■  趣味・体験 

⑩    かさまヘルスロードウォーキング 

⑪  公民館講座「自彊術
じきょうじゅつ

 健康体操」 

⑫  子育てセミナー 

⑬  安全安心まちづくり講演会 

⑭  第 1回 笠間きつねの祭典 

⑮  ふるさとまつり inかさま 

⑯ フリーアナウンサー・海保さんといっしょに 

 楽しもう！日本語と英語のおはなし会 

⑰  地域交流センターともべフリーマーケット 

⑱  かさま環境フェア 2018 

⑲  不思議×折り紙×アリス展 

⑳  第 65回 笠間市菊祭りソフトテニス大会 

㉑  2018笠間フレンドシップインディアカ交流大会 

 

■ お詫びと訂正
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 ① かさま新栗まつりの会場が変わります 
今年で 12 回目を迎える「かさま新栗まつり」は、以前に比べ来場者が増加し、購入待ちの行

列が会場の往来の妨げになったり、駐車場や飲食スペース、トイレが不足したりと会場内に十分

なスペースが確保できなくなっています。 

また、交通渋滞が発生し、会場にたどりつけない来場者などから多くのご意見が寄せられてい

ます。これらの課題を解消するため、総合的に判断し笠間芸術の森公園で開催することになりま

した。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

日時 9月 29日（土）、30日（日）  午前 9時～午後 4時 

会場 笠間芸術の森公園（笠間市笠間 2345） 

問 農政課（内線  527） 

 ② 税務署での相談は事前予約制です 
 
 所得税、相続税や法人税など国税に関するご相談・ご質問は、電話にてお問い合わせください。

また、国税庁ホームページ「タックスアンサー」でも調べることができます。 

なお、税務署窓口でのご相談は、窓口の混雑緩和のため、原則として事前予約をお願いしてい

ます。 

問 水戸税務署 ℡  029-231-4211（自動音声でご案内） 

[1]を選択：国税に関する一般的なご相談やご質問 

[2]を選択：税務署でのご相談の事前予約・税金の納付相談など 

[3]を選択：消費税の軽減税率制度に関するご相談やご質問 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 飯田ダムの役割をご存知ですか 
 
 今年も台風のシーズンとなりました。大雨の際、ダムは河川の洪水量を低減させるなどの大切

な役割を果たしています。 

大雨時の飯田ダムの役割 

飯田ダムには、開閉操作を行うゲート設備はありません。下図のように、ダム本体の穴(洪水

吐)から自然に水があふれ出て、河川へ流出する雨水の一部をダム湖に貯めこむ「自然調節方式」

です。飯田川への流出量を抑えることで、急激な河川の水位の上昇を防ぐ役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯田川下流（ダム～涸沼川合流）区間におけるサイレンについて 

 飯田ダムから涸沼川に合流する区間で、上流からの流入が増え、水位の上昇が予想される約 30分前

にサイレンを鳴らします。 

問 茨城県土木部 河川課 ダム砂防室 ℡ 029-301-4495 

 ④ 施設清掃スタッフ講習の受講者を募集します 
  
 この講習会は、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  11月 6日（火）～8日（木）3日間 午前 10時～午後 4時 30分 

場所  友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

内容  施設の基礎知識と施設内清掃の知識や技能を身につけ、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の会員になって    

                        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    10月 23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 

     

 ②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 ⑤ 認知症サポーター養成講座の受講者を募集します 
 
「認知症サポーター」は認知症について正しく理解し、認知症の方や家族に対して温かい目で見

守る応援者です。笠間市では 3,000人以上の方がこの講座を受講しています。ぜひこの機会に認

知症について理解を深めませんか。 

日時 10月 31日（水）午後 1時 30分～3時 受付：午後 1時～ 

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 認知症についての講話、寸劇など 

対象 市内在住の方 

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。 

申込期限 10月 24（水） 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 肝炎ウイルス検査を実施します 
 
 市では、B型肝炎および C型肝炎ウイルスの感染を早期発見し、治療することで肝硬変や肝が

んへの進行を防ぐために、40歳以上の方に肝炎ウイルス検査を実施しています。市で実施する健

康診査（「胃がん検診のある健康診査」・「胃がん検診のない健康診査」）の際に受けられますので、

これまでに肝炎ウイルス検査を受けたことのない方は、この機会に受けることをお勧めいたしま

す。なお、今年度、下記年齢の方は無料になります。 

対象 これまでに市の肝炎ウイルス検査を受けたことのない 40歳以上の方 

＜平成 30年度 肝炎ウイルス検査の無料対象者＞ 

年齢 
対象生年月日  

※市の肝炎ウイルス検査を受けたことのない方 

41歳 S52年4月1日～S53年3月31日生 

46歳 S47年4月1日～S48年3月31日生 

51歳 S42年4月1日～S43年3月31日生 

56歳 S37年4月1日～S38年3月31日生 

61歳 S32年4月1日～S33年3月31日生 

66歳 S27年4月1日～S28年3月31日生 

71歳 S22年4月1日～S23年3月31日生 

○日程等の詳細については保健センター年間予定表（P.1～4）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。 

検査方法 血液検査 

個人負担金 700円（肝炎ウイルス検査無料対象者の個人負担はありません） 

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

 
 ⑦ 10月は「飼い主マナー向上推進月間」です 
 犬や猫などの飼い主は、動物の習性を正しく理解し、周囲に迷惑や危害を及ぼさない「心くば

り」と「しつけ」を心掛けましょう。 

【犬の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、いつでも犬を制止できる人が同行しましょう。自宅でも

きちんとつないで（特定犬はオリの中で）飼いましょう。 

【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。 

【犬や猫を捨てないで】 

  犬や猫は家族の一員です。終生、愛情と責任を持って飼いましょう。動物の遺棄は犯罪です。 

【環境美化に努めましょう】 

散歩中などに「ふん」をしたときは、必ず持ち帰りましょう。 

【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（市の補助制度あり）】 

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。笠間市で

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。詳しくは、ホームペー

ジおよび環境保全課へお問い合わせください。 

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） 

平成 30年 9月 20日 第 30‐18号 

  「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。          ③ぺージ     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成があります 
 
 1 歳から中学 3 年生までのお子さんを対象に、インフルエンザ予防接種費用を助成します。小

児インフルエンザ予防接種は任意接種です。 

日時 10月 1日（月）〜平成 31年 1月 31日（木） 

対象者 笠間市に住民登録のある 1歳（接種日現在）から中学 3年生 

助成額 接種 1回につき 1,000円（差額分は自己負担。接種費用は医療機関によって異なります） 

助成回数 1歳〜12歳…2回、13歳〜中学 3年生…1回 

場所 市内のインフルエンザ予防接種協力医療機関 

地区 医療機関名 電話番号 地区 医療機関名 電話番号 備考 

友  

部  

あさひクリニック 0296-78-5011 
 

 

 

笠

間 

 

 

 

石本病院 0296-72-4051  

あやか内科クリニック 0296-71-3022 太田皮フ科 0296-72-7777  

茨城県立中央病院 0296-77-1121 笠間耳鼻咽喉科 0296-73-0111  

笠間市立病院 0296-77-0034 笠間中央クリニック 0296-71-6001 小学生以上 

立川記念病院 0296-77-7211 神里医院 0296-72-0177  

ねもとクリニック 0296-77-7011 河村医院 0296-72-2121  

根本産婦人科医院 0296-77-0431 佐藤医院 0296-72-0032  

塙医院 0296-77-0072 下田整形外科 0296-73-0858  

常陸クリニック 0296-78-5911 柳橋医院 0296-74-2302 小学生以上 

武藤医院 0296-77-6610 

岩

間 

梅里クリニック 0299-45-2002  

山本内科小児科医院 0296-71-2232 菅谷医院 0299-45-2172  

わたなべ整形外科 0296-70-5577 高瀬医院 0299-45-2140  

笠

間 

粟屋医院 0296-72-1567 にしぼり整形外科 0299-37-6026 13歳以上 

いけうち医院 0296-72-1105 本多内科･循環器科医院 0299-37-8556  

実施方法  ①  医療機関に予約をします。 

   ②  当日は、「母子健康手帳」「健康保険証」を持参し、医療機関備え付けの「説明書」

        を読み、「笠間市小児インフルエンザ予診票」を記入後、接種します。 

③  差額分を医療機関の窓口でお支払いください。 

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

 ⑨ 平成 31年版 農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦 予約を受け付けます 
 
 農業日誌・ファミリー日誌・新農家暦の予約受け付けを行います。ご希望の方は、農政課まで

お申し込みください。 

予約特価 農業日誌・・・1,400円（定価 1,500円） 

ファミリー日誌・・・1,400円（定価 1,500円） 

新農家暦・・・410円（定価 520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 10月 18日（木） 

引渡予定 11月中旬頃、納品予定です。納品は電話でお知らせしますので、窓口までお越しくだ

さい。その際購入代金を頂きますので、お釣りのないようご準備ください。 

申・問 農政課（内線 528） 

 

 

         広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
 ④ページ          http://www.city.kasama.lg.jp/  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 公民館講座「自彊術
じきょうじゅつ

 健康体操」 
     日本最初の健康体操で、健康増進を図る講座です。 

  自彊術とは、畳 1畳程のスペースがあれば、器具などを使わずに誰でもできる体操で、老若男

女年齢に関係なくできる体操です。元気な身体づくりをしませんか。 

日時 11月 9日（金）・16日（金）・30日（金） 午前 10時～11時 30分 

場所 友部公民館  和室（笠間市中央 3-3-6） 

講師 （公社）自彊術
じきょうじゅつ

普及会 茨城県支部 大関
おおぜき

  恵子
けいこ

さん 

対象 笠間市在住または在勤の方、3回とも出席できる方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 900円（受講料） 

申込方法 窓口で直接またははがき、FAX でお申し込みください。FAX で申込む場合は、必ず受

信確認の電話をお願いします。受付時間：午前 9時～午後 5時 15分（月曜日休館） 

申込期限 10月 19日（金）  

申 笠間公民館 〒309-1613 笠間市石井 2068-1  FAX 0296-72-2103 

友部公民館 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6  FAX 0296-78-3278 

岩間公民館 〒319-0294 笠間市下郷 5140  FAX 0299-45-7612 

問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 

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。   ⑤ページ 
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 ⑩ かさまヘルスロードウォーキング 
 
市民憲章条文にある「いきがい、ほほえみ、やすらぎ」のあるまちづくりを推進するためヘル

スロードウォーキングを開催します。秋のそよ風を感じながら、ウォーキングを楽しみませんか。 

※今年は健康増進課との共同で開催し、がん検診推進強化月間のキャンペーンも実施します。  

日時 10月 24日（水）午前 9時 30分～11時 集合：午前 9時 20分 ※雨天中止 

   態度決定は当日午前 8時に行いますので、雨天等の場合はお問い合わせください。 

   駐車場に限りがございますので、乗り合わせでお越しください。 

場所 コース：友部ふれあいヘルスロードコース （北川根）4.4㎞ 

   集合：北川根ふれあい広場（笠間市湯崎 1111-1） 

対象 市内に在住または在勤の方 

定員 40名程度（先着順）  

参加費  無料 

持ち物  雨具、タオル等 ※飲み物を配布します。  

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 10月 19日（金） 

申・問 市民活動課（内線 133） 健康増進課（内線 447） 

 

 ⑫ 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 10月 14日（日）午後 2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） 

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    主体的な子どもに育てるコツ ～AI時代を生き抜くための「主体性」を育てる少しの工夫～ 

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 

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑮ ふるさとまつり inかさま 
 
市内産業の活性化および振興を図り、市民や市民団体の交流を通して、笠間市を元気にするこ

とを目的とした「ふるさとまつり in かさま」が開催されます。会場では商工会、農協、社協な

どによる模擬店や PR ブースの出展、花の展覧会や模擬上棟式が行われるほか、20 日にはものま

ねステージや、ヒーローショー、21日には歌謡ショーが行われます。 

大人も子どもも楽しめる内容となっていますので、ぜひお越しください。 

日時 10月 20日（土）、21日（日）午前 9時～午後 4時 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

問 笠間市商工会友部事務所 ℡  0296-77-0532 

※ふるさとまつり inかさまの開催にともない、両日とも午前 8時 30分～午後 4時に下図の通り

交通規制を行います。また、駐車場は下図をご参照ください。 

 

 

 

 

 ⑬ 安全安心まちづくり講演会 
 
「まちの安全は自分たちの手で」をスローガンとして地域住民が安心して暮らせるまちづくり

の実現のため下記のとおり講演会を開催します。 

参加費は無料ですので、気軽に参加してください。お待ちしています。 

日時 10月 12日（金） 午後 2時～4時 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

講師 ㈱ステップ総合研究所 所長 清永
きよなが

 奈
な

穂
ほ

さん 

内容 今こそ地域で守る子どもの安全 

定員 500名 

申込方法 電話でお申し込みください 

申込期限 10月 11日（木） 

申・問 市民活動課（内線  135） 

 

 
 ⑭ 第 1回 笠間きつねの祭典 
 
 きつねの町・笠間にきつねや妖怪が集まります。笠間稲荷神社と笠間稲荷門前通りを練り歩く

「きつねの町歩き」のほか、ステージショーやフリーマーケット、笠間稲荷神社嘉辰殿でセレモ

ニーを行います。無料のフェイスペインティングやお面作りもあります。ぜひお越しください。 

日時 10月 7日(日) 午前 10時～午後 4時 

場所 笠間稲荷神社（笠間市笠間 1）、笠間稲荷門前通り 

参加費 無料(セレモニーのみ入場料：1,000円) 

問 笠間きつねの祭典実行委員会 メール：kasamakitsunenosaiten@gmail.com 

ホームページ：「笠間きつねの祭典」で検索 

 

⑥ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 

mailto:kasamakitsunenosaiten@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑯ フリーアナウンサー・海保さんといっしょに楽しもう！ 

   日本語と英語のおはなし会 
 
日本語と英語での絵本の読み聞かせや手遊び歌のほか、保護者向けに絵本の選び方や楽しみ方

についてお話します。 

日時 10月 20日（土） 

乳児向け：午後 2時～2時 45分  幼児～小学生向け：午後 3時 15分～3時 45分 

会場 市民センターいわま 2階  会議室（笠間市下郷 5140） 

内容 ・日本語と英語での絵本の読み聞かせと手遊び 

   ・絵本の選び方や楽しみ方 

講師 元 TBSアナウンサー 海保
か い ほ

 知里
ち さ と

さん 

定員 各回親子 30組（先着順） 

申込方法 窓口または電話にてお申し込みください。 

申込期間 9月 28日（金）～10月 14日（日） 

申・問 岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 

 

 
 ⑰ 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や、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あ

ります。また、出店者も随時募集しています。フリーマーケットに興味があるけれど、初めてで

不安という方には、スタッフがお手伝い、アドバイスします。自宅の物置でしまい込んでいる品々

を出品してみませんか。 

日時 10月 28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 

          猫は屋内で飼いましょう。                      ⑦ページ  

 

平成 30年 9月 20日 第 30‐18号 

 ⑱ かさま環境フェア 2018 
 
市の豊かな自然環境を未来へとつないでいくために環境フェアを開催します。環境に関する取

り組みの展示、工作やクイズなど家族みんなで楽しめるイベントです。 

※この事業は、全国モーターボート競走施行者協議会からの拠出金を受けて実施するものです。 

日時 10月 13日（土） 午前 9時～午後 3時 30分  ※予備日:10月 14日（日） 

※かさま市民運動会（同時開催）が中止の場合は中止になります。 

場所 笠間市総合公園 管理棟前広場（笠間市箱田 867-1） 

内容 環境に関する取組の展示・体験、燃料電池自動車の展示やステージイベント（環境美化マ

ナーポスターコンクール表彰、紙芝居、啓発劇）など 

問 かさま環境フェア実行委員会事務局（環境保全課内）（内線 125） 

※市民運動会と同時開催のため、駐車場の混雑が予想されます。ご来場の際は、公共交通機関や

無料シャトルバス（発着：笠間市民体育館、岩間支所、笠間市役所）をご利用ください。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ページ    【回覧】 次号は 10月 4日発行    第 30-19号 

 

                お詫びと訂正                     
 
平成 30 年 9 月 13 日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P6「⑭ 笠間公民館定期講座「から

だバー®」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】申込期限 9月 29日（土）※ただし定員になり次第締め切り 

【正】申込期間 9月 29日（土）から定員（20名）になり次第締め切り 

問 笠間公民館  ℡  0296-72-2100 （月曜日休館） 

 ㉑ 2018笠間フレンドシップインディアカ交流大会 
 
インディアカとは、「誰もが、楽しく、いつまでも」できるスポーツです。「プレイできる楽し

さ」と「人と出会う喜び」を広げるために開催いたします。 

日時 10月 21日（日） 午前 9時 30分 受付：午前 8時 30分 

場所 笠間市岩間 B&G海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

対象 市内在住、在勤の方 

インディアカ愛好者や、初心者の方、一度インディアカを体験してみたい方 

参加費 1人 200円（傷害保険料含む）※事前説明会・練習会で集金します。 

申込方法 申込用紙は海洋センターに用意してあります。所定の申込用紙に必要事項を記入の

上、事務局まで直接、または FAXでお申し込みください。 

     ※海洋センターは申し込み窓口になっていません。 

申込期限 10月 11日（木） 

※ 10月 13日（土）午後 7時 30分より岩間 B&G海洋センター会議室にて、事前説明会および練習

     会を開催 いたします。 

申・問 事務局 石川
いしかわ

 淳
あつし

 〒319-0208  笠間市市野谷 3-8 ℡・FAX 0299-45-2347  

 

 ⑳ 第 65回 笠間市菊祭りソフトテニス大会 
 
日時 10月 28日（日）午前 8時 45分～ 受付：午前 8時 30分～ 

※雨天延期時：11月 3日（土）、4日（日）、10日（土） 

場所 笠間市総合公園 テニスコート（笠間市箱田 867-1） 

種目 （1）一般男子の部、（2）一般女子の部、（3）シニア男子Ⅰ部（50歳以上）、（4）シニア男

            子Ⅱ部（60  歳以上初心者含む）、（5）シニア女子Ⅰ部（50歳以上）、（6）シニア女子Ⅱ部（60

            歳以上初心者含む）※シニアの年齢は、平成 30年 4月 1日現在とします。 

参加費 1ペア2,000円（学校名での申し込みの高校生以下は1ペア1,000円）※昼食は各自ご用意ください。 

申込方法 申込責任者氏名、連絡先、Eメールアドレス、種目、所属、ペアの氏名、生年月日を 

記入の上、FAXまたは郵送、メールでお申し込みください。 

※電話でのお申し込みはできません。 

申込期限 10月 14日（日）午後 7時まで 

申・問 笠間市ソフトテニス連盟 深谷
ふ か や

 修一
しゅういち

 ℡・FAX 0296-78-3368 

       〒309-1734 笠間市南友部 483-5 メール  fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp    

※ 電話でのお問い合わせは午後 7時～9時に受け付けます。 

     

 

 

 ⑲ 不思議×折り紙×アリス展 
 
作家 Kanoko9の創作オリガミはハサミを使わず、折ることで表現されています。不思議の国の

アリスをテーマに、見たことのないオリガミの世界が待っています。申し込みは不要ですので、

お気軽にお越しください。 

日時 10月 26日（金）～28日（日）午前 9時 30分～午後 5時   ※最終日は午後３時まで 

場所 笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

参加費 無料 

問 笠間の家  ℡ 0296-73-5521 


