
■  お知らせ 

①  笠間市議会議員一般選挙における立候補 

      予定者説明会を実施します 

②  市・県民税申告の受付会場を集約します 

③  骨髄移植等、特別な理由による任意予防接種費用 

      を助成します 

④  住宅宿泊事業（民泊）の説明会を開催します 

⑤  入札参加資格の定期受付を行います 

⑥  茨城県最低賃金が改正されました 

⑦  総合防災訓練にご参加ください 

⑧  第5回 元気いばらき就職面接会を開催します 

⑨  多重債務者のための無料法律相談会を 

      開催します 

⑩「道の駅」の駅長候補者を募集します 

⑪  あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を募集します 

⑫  笠間市立病院の看護助手を募集します 

⑬  陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 

⑭  健康診査（11月分）を実施します 

⑮  歯周疾患検診を実施します 

⑯   65歳以上の方は笠間日動美術館・ 

      春風萬里荘の入館料が無料になります   

⑰  第 111回笠間の菊まつり開催に伴い菊の  

       貸し出しをします  

⑱  いいパートナーの日フェスタに展示する  

      写真を募集します 

 

⑲  エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

 

■  趣味・体験 

⑳  ふるさとまつりにマイナちゃんがやってくる 

㉑  赤穂市・笠間市姉妹都市文化交流 「木目込み人形展」 

㉒  いばらき都市緑化フェスティバル 

㉓  茨城県畜産センター公開デー 

㉔  講談社おはなし隊キャラバンカー 

㉕  学んで予防！糖尿病講座 

㉖  太極拳教室 

㉗  岩間公民館定期講座 

   「まちかどウォーキング（後期）」 

㉘  陶芸の里かさま 大撮影会 2018 

㉙  岩間公民館講座 

   「折り紙で変わり花を作ってみよう」 

㉚  琴伝流  大正琴ふれあい琴の会 琴春会 演奏会 

㉛  社員を活かす働き方セミナー 

㉜  イングリッシュ・スペース 

㉝  パパと子の料理教室 

㉞  ベリーダンス教室（全 5回） 

㉟  出会いパーティー 

㊱  歴史講演会 

㊲  アンチエイジングメソッド体験会 

㊳  カウンセリング講座（入門コース） 
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 ①笠間市議会議員一般選挙における立候補予定者説明会を実施します 
 
 12月 23日(日）任期満了に伴う笠間市議会議員一般選挙が 12月 9日（日）に行われます。立

候補予定者説明会および出納責任者説明会を下記のとおり開催しますので、立候補予定者または

代理者はご出席ください。 

日時 10月 25日（木）午後 2時～ 

場所 笠間市役所本所 2階 大会議室 

問 選挙管理委員会事務局（内線 206） 

 

 【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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 市・県民税申告の受付会場を集約します 
 
昨年度まで、市・県民税申告の手続きを友部地区・笠間地区・岩間地区の 3会場で実施してき

ましたが、会場での待ち時間を解消するため、今年度から会場を市役所本所の 1か所に集約して

行います。会場の集約にともない予約制度を導入するほか、新たな施策に取り組み、待ち時間の

短縮と利便性向上につなげていきますので、ご理解とご協力をお願いします。 
 
◆申告受付会場 

○変更前 3会場 … 市役所本所、笠間ショッピングセンターポレポレ、市民センターいわま 

  ↓ 

○変更後 1会場… 市役所本所（教育棟会議室） 
 

◆新たな取り組み内容と効果 

○期日・時間指定制の導入 

【内容】  受付日について、これまで地区指定と併せ「期日のみ」を指定していましたが、今年度

                   から「期日および時間帯」の指定に改めます。 

【効果】 ・あらかじめ指定された時間帯に受け付けをしていただくことにより、待ち時間が大幅

                      に短 縮されます。 

     ・整理札（番号札）配布待ちのために早朝よりお並びいただく必要がなくなります。 

○申告予約専用ホームページ、専用ダイヤルの開設 

【内容】  申告予約専用ホームページおよび申告予約専用ダイヤルを開設し、新規の方や指定され

         た期日に都合がつかない方などが容易に予約、変更等の手続を行えるようにします。 

【効果】  申告予約システムの導入により、申告される方々の希望に合わせて受付日および時間の

                    設定、変更ができるようになります。 

○自主申告推進会場の設置 

【内容】  会場を新たに設置し、簡易な申告内容を中心に e-Taxの普及促進に取り組み、ご自身で 

         申告を行えるようサポートします。 

【効果】  e-Taxをご利用いただくことで、ご自宅等でパソコン等から手軽に申告ができるように

                  なります。 

※上記の詳細な内容については、後日改めてお知らせする予定です 

 問 税務課（内線 113） 

 

 

 

 

 

 ③ 骨髄移植等、特別な理由による任意予防接種費用を助成します 
 
 骨髄移植等により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任

意で再度接種する場合の費用の助成を行います。事前に手続きが必要ですので、保健センターま

でお問い合わせください。 

実施期間 10月 1日（月）から 

対象 次のすべてに該当する方 

          （1）骨髄移植手術等、病気やその治療により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待で 

                     きないと医師に判断されていること。 

          （2）再度予防接種を受ける日に、笠間市に住所があること。 

          （3）接種済みの定期予防接種の回数、間隔が規定どおりに終了していること。 

      ※このほか助成対象となる予防接種には、いくつか要件があります。 

助成額 予防接種にかかった費用。ただし、笠間市予防接種委託料を上限とします。 

申込方法 事前申請と接種後償還払いの手続きが必要となります。くわしくは、ご相談ください。 

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

 ②ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 入札参加資格の定期受付を行います 
 
 市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札（見積り）に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。 

 市の入札（見積り）に参加を希望される方は、参加資格審査申請書を提出してください。 

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、市への申請となりますが、建設工事・建設コンサ

ルタント等委託業務に関しては、茨城県入札参加資格共同受付への申請となります。市では、受

け付け手続きができませんので、ご了承ください。 

入札参加資格者名簿への登載有効期間は、平成 31年 4月 1日から平成 33年 3月 31日までです。 

【建設工事・建設コンサルタント等委託業務】 

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムよりお申し込みください。 

申込期間 平成 30年 11月 6日（火）～12月 3日（月） 

※申請の要項および申請書等については、10月上旬に茨城県土木部監理課ホームページでご案 

     内する予定です。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp（「土木部監理課」で検索） 

【物品販売・役務の提供等】 

申込方法 参加資格審査申請書を、窓口に直接または郵送（書留郵便）でお申し込みください。 

申込期間 平成 30年 11月 6日（火）～12月 3日（月） 

受付時間 午前 9時～午後 5時（正午～午後 1時を除く） 

※この期間を過ぎて送達された申請書は受理しませんので、ご注意ください。 

※郵送による提出は当日消印有効、信書便による提出は当日通信日付印有効 

※申請の要項および申請書等については、市ホームページおよび財政課窓口でご案内しています。 

 ホームページ http.//www.city.kasama.lg.jp/ （「参加受付」で検索） 

問 財政課（内線 219） 

 
 ⑥ 茨城県最低賃金が改正されました 
 
 茨城県最低賃金が、次のとおり改正されました。年齢やパート、学生アルバイトなどの雇用形

態にかかわらず、県内で働くすべての労働者に適用されます。 

件名 
最低賃金額 

効力発生日 適用範囲 
時間額(円) 

茨城県最低賃金 822円 10月 1日（月） 
茨城県内の事業所で働く 

すべての労働者 

問 茨城労働局賃金室 ℡ 029-224-6216、最寄りの労働基準監督署 

 

 ④ 住宅宿泊事業（民泊）の説明会を開催します 
 
 県に住宅宿泊事業の届出をすれば、自宅にお客さんを泊めて（年間 180日以内）宿泊料を受け

取ることができるようになりました。自宅の空き部屋などを活用して、収入を得ることができま

す。この制度について、手続き等の説明会を開催します。興味のある方は、ぜひご参加ください。 

日時 11月 9日（金）  午後 6時 30分～ 

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） 

内容 住宅宿泊事業法の届出について、経験者の話 

参加費 無料 

申込方法 電話にてお申し込みください 

申込期限 10月 26日（金） 

申・問 地域おこし協力隊 大坪 ℡  090-5765-0544 
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 ⑨ 多重債務者のための無料法律相談会を開催します 
 
借金の返済でお困りの方を対象に無料法律相談会を開催します。相談は無料ですので、ぜひご

相談ください。弁護士、司法書士、消費生活相談員が相談に応じ秘密は厳守します。 

 また、各会場で「心の健康相談」の実施も予定していますので、希望される方は、あわせてお

申し込みください。 

日時 場所 

11月 15日（木） 

午後 1時 

～4時 30分 

茨城県土浦合同庁舎第一分庁舎（土浦市真鍋 5-17-26） 

11月 16日（金） 日立シビックセンター（日立市幸町 1-21-1） 

11月 18日（日） 茨城県水戸合同庁舎（水戸市柵町 1-3-1） 

11月 19日（月） つくば市豊里交流センター（つくば市高野 1197-20） 

対象 多重債務者（借金の返済にお困りの方） 

定員 各会場 10名（先着順） 

申込方法 電話でお申込みください。 

申込期間 10月 29日（月）～11月 14日（水） 

申・問 茨城県生活文化課 ℡ 029-301-2829  FAX 029-301-2848  

 

 

 

 ⑧ 第 5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にした、元気いばらき就職面接会を開催します。県内企業約

20社の人事担当者と直接会い、就職に直結できるチャンスです。履歴書を複数枚お持ちいただき、

ご参加ください。事前申し込みは不要で、参加費も無料です。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 30日（火）午後 1時 30分～3時 30分 受付：午後１時～ 

場所 常陸大宮市文化センター ロゼホール（常陸大宮市中富町 3135-6） 

対象 仕事をお探し中の方（学生は除く） 

問 いばらき就職支援センター 県北地区センター ℡ 0294-80-3366 

  茨城県産業戦略部労働政策課雇用促進対策室   ℡  029-301-3645 

 

 ⑦ 総合防災訓練にご参加ください 
 
 防災関係機関と住民が協力し、災害時に円滑な応急対策活動ができるように、総合防災訓

練を行います。一般参加型の水消火器による初期消火や火災時の煙体験、防災用品と災害対

応車両の展示などもあります。いざという時に備え、多くの方々の参加をお待ちしています。 

日時 10月 27日（土）午前 8時 30分～11時 30分 

場所 茨城県立友部高等学校（笠間市大田町 352-15）  

問 総務課危機管理室（内線   245） 

 

 

 

 
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 

④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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩「道の駅」の駅長候補者を募集します 
 
 民間企業等で培った知識や経験を活かし、「道の駅」を中心に笠間市の地域振興を推進してい

ただける温かい人柄の駅長候補者を募集します。  

勤務場所 道の駅整備推進課（嘱託職員）  

雇用期間 12月初頭から平成 31年 3月 31日まで（第三セクター設立時まで更新予定） 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（7時間 45分勤務）、平日週 5日 

募集人数  1名 

賃金 月給 40万円～60万円（経歴等により決定します） 

資格等 民間企業等で小売、流通、宣伝、企画、経営等の実務経験を 5年以上有する方 

          ※詳しくは募集要項をご覧ください。 

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり 

申込方法 履歴書、小論文を、窓口まで持参または郵送してください。 

                      ※テーマ：「私が目指す道の駅」横書き、1,600字以内で作成してください。 

申込期間 10月 1日（月）～31日（水） 

申・問 道の駅整備推進課（内線 240）  〒309-1723 笠間市中央 3-2-1  

       ※郵送の場合は、「駅長候補職員採用試験申込」と朱書きしたうえ、 

                     簡易書留としてください。                        

       ※ご質問はmichi@city.kasama.lg.j（随時メール返信で回答いたします）   道の駅ＨＰ 

 
                                      

 
 

 ⑪ 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：夜勤】 

勤務内容  夜間勤務、夜間受け付け対応等 

勤務時間 午後 5時 30分～翌日午前 8時 30分（8時間以内/日勤務） 

募集人数  3名 

賃金 880円/時間  

条件 パソコン（ワード、エクセル等）のできる方、要普通運転免許 

勤務日数 8日以内/月 

【用務員:日勤】 

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 840円/時間  

条件 要普通運転免許 

勤務日数 14日以内/月 

   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  
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 ⑫ 笠間市立病院の看護助手を募集します 
 
 笠間市立病院では、臨時職員（看護助手）を募集します。 

勤務内容 入院病棟の看護助手業務 

雇用期間 11月 1日(木)～平成 31年 3月 31日（日） 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（7時間 45分勤務） 

     週 5日（内 1日は 6時間 30分勤務、週休日はローテーション制） 

募集人数  1名 

賃金 880円～900円/時間（別途通勤手当支給あり） 

資格等 特になし（ホームヘルパー2級の資格有の場合 900円/時間） 

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり 

申込方法 市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入の上、本人が直接持参してください。 

                      ※履歴書は返却しませんので、ご了承ください。 

申込期限 10月 19日（金） 

申・問 市立病院  経営管理課（笠間市南友部 1966-1）℡ 0296-77-0034 

 

 
 
 ⑬ 陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 
 
技術を学びながら高等学校卒業の資格が取得できます。  

受付時期 推薦採用：11月 1日（木）～11月 30日（金） 

一般採用：11月 1日（木）～平成 31年 1月 7日（月） 

応募資格  平成 31年 4月 1日現在 15歳以上 17歳未満（平成 14年 4月 2日から平成 16年 4月 1

日までの間に生まれた者）の男子で、中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了

者（見込みを含む）※日本国籍を有すること 

試験日 推薦採用：平成 31年 1月 5日（土）～7日（月）の指定する 1日   

 一般採用：第  1  次  平成 31年 1月 19日（土）   

                                       第  2  次  平成 31年 2月 1日（金）～4日（月）の指定する 1日   

合格発表 推薦採用：平成 31年 1月 17日（木） 

一般採用：平成 31年 2月 15日（金）   

着校時期 平成 31年 4月上旬   

手当 101,000円  ※ 期末手当年 2回（平成 30年 2月 1日現在） 

  ※ 法律の改正により改定する場合があります。  

教育 高等学校の普通科と同等の教育を受け、併せて各種技術の専門教育・防衛基礎学等を学び 

ます（全寮制）。 ※提携する通信制高等学校に入学します。 

資格 3年間の教育終了時には、高等学校卒業資格を取得できます。 

学校所在地 神奈川県横須賀市御幸浜 2-1  

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 

              メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp     URL  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。 

 広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
⑥ぺージ     http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 健康診査（11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。 

11月 1 日 (木） 

午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 

11月 6 日（火） 

地域福祉センターともべ（旧友部保健センター） 

※午前中の受付人数が定員を超えた場合、入場をお断りさ     

  せていただくことがあります。ご了承ください。 

11月 11日 (日） 

地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 
11月 26日 (月） 

11月 27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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笠間市保健センター
（地域医療センターかさま内）

 ⑮ 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。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： 保健センターで申し込み後、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（笠間市南友部 1966-1）   ℡ 0296-77-9145 

 

平成 30年 10月 4日 第 30‐19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 65歳以上の方は笠間日動美術館・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、美術作品と触れ合ってみてはいかがですか。 

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) 

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 ※自己申告とし、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。 

企画展 日仏友好 160周年・没後 50年 藤田嗣治と陽気な仲間たち 

会期 10月 6日（土）～12月 16日（日）      

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） 

 

 

 ⑱ いいパートナーの日フェスタに展示する写真を募集します 
 
 いいパートナーの日フェスタ会場に展示する写真を募集します。写真のテーマは「いいパート

ナー」です。夫婦や親子、ペットとの写真などあなたにとっての「いいパートナー」の写真をお

待ちしています。 

日時 11月 11日（日）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） 

申込方法 ｅメールでお申し込みください。 

申込期限 11月 5日（月） 

申・問 秘書課（内線 226）〒309-1792   笠間市中央 3-2-1    ｅメール  danjo@city.kasama.lg.jp 

 ⑰ 第 111回笠間の菊まつり開催に伴い菊の貸し出しをします 
 
笠間の秋を彩る第 111回笠間の菊まつり期間中に、市営菊栽培所で栽培した菊を、市内の方を

対象に有料で貸し出します。ぜひご利用下さい。 

菊鉢のお届け（予定日） 10月 22日（月）～10月 26日（金） 

※貸出期間は、お届けした日から 11月 25日（日）までとしますが、

                                                        花の状態により撤去を早めることも可能です。 

貸出料金 大菊、中菊 1,500円、中懸崖 4,000円、大懸崖 6,000円 

※菊鉢の貸し出し、撤去は商工観光課が行います。 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

代金につきましては、お申し込み時または貸し出しの際にお支払いください。 

申込期限 10月 19日（金） 

申・問 商工観光課（内線 517） 

 

 ⑲ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
 
日時 10月 25日（木）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   

        (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ いばらき都市緑化フェスティバル 
 
 都市緑化の大切さを楽しみながら感じていただけるようにガーデニング教室などの各種体験

教室や球根つかみどり、大道芸を開催します。多くの方のご来場を、お待ちしています。 

日時 10月 27日（土）午前 10時～午後 3時 ※雨天中止 

場所 笠間芸術の森公園イベント広場  

問 管理課（内線 575） 

 

 

 

 ⑳ ふるさとまつりにマイナちゃんがやってくる 
 
ふるさとまつり in かさまに、内閣府・笠間市ブース「マイナちゃんに聞いてみっぺ！」が出

展します。クイズに答えながら楽しくマイナンバー制度を学べて、素敵なプレゼントがもらえま

す。マイナンバーのキャラクター・マイナちゃんに加えて、サプライズゲストの登場もあります。

マイナンバーカードの出張申請も受け付けますので、多くの方のご来場をお待ちしています。  

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（ふるさとまつり inかさま会場  ） 

申請に必要な持ち物  ・ 番号通知カードおよび個人番号カード交付申請書 

                                         ・ 顔写真入り身分証明書（運転免許証、パスポートなど） 

問 総務課 (内線 217)                           
                                             マイナンバーPR 

キャラクター 

 

                                     

 

 ㉑ 赤穂市・笠間市姉妹都市文化交流 「木目込み人形展」 
 

この作品展は、赤穂市と笠間市の姉妹都市交流 10 周年を記念して始まりました。赤穂市文化

協会と笠間市文化連盟との交流として平成 2年より毎年交互に開催をしているものです。ぜひ、

ご鑑賞ください。 

日時 10月 25日（木）～11月 4日（日）午前 9時～午後 5時  

場所 笠間公民館 展示室（笠間市石井 2068-1） 

申・問  笠間市文化連盟事務局 藤岡
ふじおか

 靖之
やすゆき

 ℡0296-74-2929 

 

 

 

 ㉓ 茨城県畜産センター公開デー 
 
 研究紹介や畜産ミニ講座、子豚やひよこのふれあい牧場、バターづくり体験、農畜産物の販売

などを行います。敷地内にある国土地理院のパラボラアンテナ施設も公開されます。ぜひ、お気

軽にお越しください。 

日時 10月 27日（土）午前 10時～午後 3時 

場所 茨城県畜産センター（石岡市根小屋 1234） 

問 茨城県畜産センター企画情報室    ℡   0299-43-3333  HP・Facebook「茨城県畜産センター」で検索 

 

          

 

 ㉔ 講談社おはなし隊キャラバンカー 
 
 楽しいおはなしをたくさんのせて、全国を巡っている「講談社おはなし隊キャラバンカー」が

やってきます。たくさんの絵本をのせたキャラバンカーを見学後、講談社おはなし隊によるおは

なし会があります。参加費は無料で、事前申し込みも不要です。お気軽にお越しください。 

日時 10月 27日（土） 午後 3時～4時 10分 

場所 友部図書館  2階  視聴覚室（笠間市平町 2084） 

対象 幼児・小学生（2年生まで）  

問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

平成 30年 10月 4日 第 30‐19号 

後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。  ⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 学んで予防！糖尿病講座 
 
糖尿病の病態や予防、歯科との関わりについて学び、生活習慣を見直しましょう。地域ポイン

ト制度の付与対象になります。 

日時 11月 29日（木） 午後 1時 30分～3時 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

内容 糖尿病についての講演会 

講師 笠間市立病院 医師 稲葉
いなば

  崇
たかし

さん 

保健センター 歯科衛生士 

対象 市内在住の方 

定員 50名（応募者多数の場合は抽選） 

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 11月 19日（月） 

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

  
 ㉖ 太極拳教室 
 
 出勤前や家事の前後などに朝活、太極拳で一日を元気にすごしてみませんか。申し込みは不要

ですので、直接お越しください。 

日時 10月 6日（土）～12月 22日（土）の毎週土曜日  

       午前 6時 30分～7時 30分 集合：午前 6時 20分 

場所 笠間稲荷神社絵馬殿前（笠間市笠間 1） 

    ※ 雨天時は、仲見世通り  

           ※  駐車場は、フードセンター、コンパル、ほんまやをご利用ください。 

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 200円/回 

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。 

問 笠間稲荷門前通り  商店街協同組合 担当 久野   ℡ 0296-72-0202 

 

  ㉗ 岩間公民館定期講座「まちかどウォーキング（後期）」 
 
街並み・景観・自然を見ながら歩き、健康増進を図る講座です。みんなで歩くことで、楽しく

長い距離を歩くことができます。 

日時  第 1回 11月 13日（火）岩間地区を歩きます（現地集合） 

    第 2回 12月 12日（水）「しょうゆの街」千葉県野田市を歩きます（移動学習） 

    第 3回   1 月  15 日 （火）旧下館市街地（筑西市）を歩きます ※現地集合：JR下館駅 

    ※ 時間につきましては、その都度お知らせします。 

        ※ 申込みは 3回分セットとなります。 

講師 笠間市スポーツ推進委員 小池
こ い け

 幸子
さ ち こ

さん 

対象 市内在住または在勤の 20歳以上の方で、8キロメートル以上歩ける方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選）  

参加費 900円（別途高速料金等の自己負担があります） 

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日（水）必着 受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分（月曜日休館） 

申・問 岩間公民館 笠間市下郷 5140 ℡ 0299-45-2080 

 

⑩ページ          猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 陶芸の里かさま 大撮影会 2018 
 
 あなただけの「笠間」を撮り、フォトコンテストに応募してみませんか。今年から、かさま歴

史 交流館井筒屋が新しく加わり、着物に身を包んだモデルの撮影ができます。 

日時 10月 28日(日) 午前 9時～午後 3時 ※受け付けは、正午まで 

場所 集合 ：笠間工芸の丘（笠間市笠間 2388-1） 

          撮影：笠間稲荷神社、笠間稲荷門前通り、笠間工芸の丘、かさま歴史交流館井筒屋ほか 

参加費 一般   2,500円、全日本写真連盟個人会員  2,000円、全日本写真連盟支部会員 1,500 円 

                 ※  全日本写真連盟 会員の方は、当日会員証をご提示ください。 

                 ※ 参加の方は、フォトコンテストへの応募をお願いします。 

申込方法 撮影開始前に、笠間工芸の丘特設会場受け付けでお申し込みください。 

問 朝日新聞水戸総局内「全日本写真連盟茨城県本部 かさま大撮影会係」  ℡   029-226-0131 

 

 

 

 ㉙ 岩間公民館講座「折り紙で変わり花を作ってみよう」 
 
 お子さんやお知り合いの方々と一緒に、折り紙で「変わり花」を作って飾ってみませんか。小

さなお子さんには、プレゼントを用意しています。 
日時 11月 11日（日）午後 1時 30分～3時 30分 

場所 岩間公民館   3階   第 2 会議室（笠間市下郷 5140） 

講師 ボランティア「レクリエーションいわま」の皆さん 

対象 市内在住、在勤の方 

※グループでの参加も可能です（1組 4名まで）。 

   ※お子さんだけでの参加はできません。 

定員 15組（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 1名 600円、グループで参加の場合：2名 1組 700円、3名 1組 800円、4名 1組 900円 

    ※受講料、材料代込み 

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 31日（水）必着 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（月曜日休館） 

申・問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 

 

 ㉚ 琴伝流 大正琴ふれあい琴の会 琴春会 演奏会 
 
 岩間公民館で活動している、琴伝流 大正琴ふれあい琴の会 琴春会では、皆さんの知っている

曲を大正琴で奏でる演奏会を開催します。皆さんで唱って聞いてお楽しみください。入場は無料

です。みなさんの参加をお待ちしています。 

日時 11月 18日（日） 午後 1時 30分～ 

会場 岩間公民館  3階 大会議室（笠間市下郷 5140） 

曲目 ふるさと、下町の太陽、北国の春ほか数曲 

定員 70名 

持ち物 上履き 

問   琴伝流 大正琴 ふれあい琴の会 琴春会 外岡
とのおか

    ℡   0299-45-4159 

 

平成 30年 10月 4日 第 30‐19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。）       ⑪ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉜ 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。」という方はネイティブスピー

カーと英語で触れ合うチャンスです。お気軽に参加ください。 

日時 11月 6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 ヴァネッサ・スズキさん 

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   11月 5日（月） 

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

       

  ㉝ パパと子の料理教室 
 
 包丁を握るのが初めてのパパも、レパートリーを増やしたいパパも、親子で料理を楽しみまし

ょう。献立はたっぷり野菜のヘルシーチヂミ、さっぱりスープ、うさぎリンゴを予定しています。 

日時 11月 11日（日）午前 10時～午後 1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 笠間市ヘルスリーダーの会 

対象 市内在住の小学生とパパ（おじいちゃんとも参加できます。） 

参加費 1名 300円 

定員 12組（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 窓口で直接または電話、FAXでお申し込みください。 

                      ※参加者氏名（学年）、住所、電話番号をお知らせください。 

申込期限 10月 25日（木） 

申・問  秘書課（内線 226）FAX   0296-78-0612 

 

 

 

 ㉛ 社員を活かす働き方セミナー 
 
 働き方改革の流れの中で、子育て中の女性雇用の一つの選択肢として今注目されている「子連れ

出勤」や「在宅ワーク」などについて、事例を用いて説明します。ぜひお気軽にご参加ください。 

日時 11月 2日（金）午後 1時 30分～2時 30分 受付：午後 1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 NPO法人子連れスタイル推進協会 

対象 個人事業主、小規模事業者  

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 29日（月） 

申・問 秘書課（内線 226） 

 

 

 

          市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。  
   ⑫ページ         納期限内の納付をお願いします。        

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉞ ベリーダンス教室（全 5回） 
 
 ストレッチで体をほぐして、基本の動きや簡単なステップで楽しく体を動かします。男性も参

加でき、ご夫婦での参加も大歓迎です。 

日時 10月21日（日）、11月18日（日）、25（日）、12月2日（日）、16日（日）午後1時～1時50分 

場所 笠間市総合公園管理棟 会議室（笠間市箱田 867-1） 

講師 水戸アーツダンスアカデミー インストラクター    RINA
リ ナ

さん 

対象  高校生以上 

定員 定員 20名（先着順） 

参加費 2,500円（全 5回分）※初回に徴収します。 

持ち物 ヨガマット、飲み物、タオル、上履き 

申込方法   窓口へ直接または電話でお申し込みください。 

申・問  笠間市総合公園管理棟（笠間市指定管理者 NPO日本スポーツ振興協会）℡ 0296-72-9330 

 

 

 

 ㉟ 出会いパーティー 
 
日時 11月 3日（土）  午後 1時 30分～4時 30分 受付 :午後 1時 

場所 ホテルグランド東雲（つくば市小野崎 488-1） 

対象 A  コース：  独身   男性・女性 39歳以下の方 

             B  コース：  独身   男性・女性 40歳以上の方 

定員 応募者多数の場合は参加者数、年齢等により調整させて頂きます。 

参加費 男性： 4,000円 女性：2,000円 

                 ※当日会場でお支払いください。 

                 ※前日、当日、無断キャンセルは、キャンセル料 1,000円が発生します。 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限 10月 31日（水） 

申・問  NPO法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085 FAX 0280-33-8176 

          メール info@bell-support.net ホームページ  http://www.bell-support.net 

 

  ㊱ 歴史講演会 
 
 明治 150年記念事業の一環として、歴史講演会を開催します。 

内容 日時 講師 

茨城の新選組隊士 
11月 3日(土・祝)  

午前11時～正午、午後1時30分～2時30分 

かすみがうら市歴史博物館 

千葉
ち ば

 隆司
たかし

さん 

木村武山の足跡 

―五浦と笠間の時代― 

11月 23日(金・祝) 

午前11時～正午、午後1時30分～2時30分 

茨城大学准教授 

清水
し み ず

 恵美子
え み こ

さん 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

定員 午前、午後各 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接、または FAX、メールでお申込みください 

申込期限 10月 25日(木) 

申・問 生涯学習課文化振興室(内線 382) FAX 0296-71-3220  

                 メール gakushu@city.kasama.lg.jp 市ホームページ⇒「明治 150年」で検索 

 

 

 

 

 

平成 30年 10月 4日 第 30‐19号 

 
  小中学生の登下校の見守りをお願いします。      ⑬ページ 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊲ アンチエイジングメソッド体験会 
 
 疲れにくい身体を手に入れましょう。リンパの流れを促し冷え、むくみの改善を行います。事

前申し込みは不要で、参加費も無料ですのでお気軽にご参加ください。 

日時 毎週火曜日 午前 10時 30分～11時 30分 

場所 岩間公民館 3F和室（笠間市下郷 5140） 

講師 健康運動指導士 鴻
こう

田
だ

 良
よし

枝
え

さん  

定員 15名（先着順） 

持ち物 ヨガマット、タオル 

問 鴻田 良枝 ℡ 080-1170-8245 

  

 

 
 ㊳ カウンセリング講座（入門コース） 
 
 カウンセリングの学習を通して、自分自身をより深く理解し、他の人と生き生きとした関わり

を創造することをめざす講座です。お気軽にご参加ください。 

日時 10月27日（土）～平成31年7月27日（土）までの毎月第4土曜日（ただし、12月は第3土曜日） 

場所  茨城県産業会館 大会議室（水戸市桜川 2-2-35） 

参加費 27,000円 ※茨城カウンセリングセンター会員の方は、割引になります。 

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。 

申・問 （公財）茨城カウンセリングセンター ℡ 029-225-8580 FAX 029-225-1872 

    メール iccnet@sunshine.ne.jp 

 

「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 

  ⑭ページ    【回覧】次号は 10月 11日発行 第 30-20号 

 




