
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  かさまこども園といなだこども園の 

   運営者の変更にともなう説明会を開催します 

②  高齢者の運転免許自主返納を支援します

③  全国一斉「女性の人権ホットライン」 

      強化週間を実施します 

④  大学教授による無料法律相談会を開催します 

 

■  趣味・体験 

⑤  ママカレッジ事業第 3弾！キラリママ応援！    

      仕事と家事育児の両立応援セミナー 

⑥  第 2回こども理科自由研究プレゼン大会  

 

 

⑦  女性のためのヨガ講座 

⑧  第 60回自然観察会 

⑨  定住自立圏事業 健康セミナー 

⑩  第 17回笠間市民ソフトテニス教室  

⑪  ターゲット・バードゴルフ体験教室  

⑫  婚活相談会 

⑬  出会いパーティー 

⑭  台湾原住民桑布伊
サ ン プ ー イ

ライブ×門前ビアガーデン 

⑮  第 1回 笠間匠のまつり 

⑯  羽梨山神社秋の例大祭 

⑰  11月の地域ポイント対象事業
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 ① かさまこども園といなだこども園の運営者の変更にともなう 

   説明会を開催します 
 
 平成 31 年 4 月から施設の管理、運営が市から学校法人大成学園に変更となるため、事前の説

明会を開催します。申し込みは不要ですので、直接お越しください。 

日時 10月 26日（金）午後 7時～ 

場所 笠間公民館 2階 大・中会議室（笠間市石井 2068-1） 

対象 来年度、かさまこども園といなだこども園への入園を考えている保護者 

問 子ども福祉課（内線 161） 

 

 
 ② 高齢者の運転免許自主返納を支援します 
 

     市では、交通事故を防止することを目的に、運転免許証を自主返納された高齢の方へ支援を行

っています。  

    支援要件 ・ 市内に住民登録されている 65歳以上の方 

                      ・ 有効期間のある運転免許証を全部返納して 6か月以内であり、警察署で運転免許    

                           証の取消通知書または運転経歴証明書の交付を受けている方 

                      ・ 市税等を完納している方 

支援内容   デマンドタクシーかさまの回数券 、期限付き市内タクシー利用券、バス利用乗車券   

                       のいずれか（12,000円相当額）を贈呈 

                          ※支援は一人につき1回限りです。 

   申込方法 運転免許証の取消通知書または運転経歴証明書、印鑑を持参の上、窓口へ申請してください。     

   申・問     市民活動課（内線135）、笠間支所地域課（内線72115）、岩間支所地域課（内線73115） 

               

 

 
  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカーなど女性をめぐ

るさまざまな人権問題を解決に導くため、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施

し、悩みを持った女性からの相談に応じます。 

 秘密は守られますので、安心してご相談ください。 

日時 11月 12日（月）～18日（日）午前 8時 30分～午後 7時（土・日は午前 10時～午後 5時） 

電話番号 0570-070-810（全国共通ナビダイヤル） 

相談員 水戸地方法務局、茨城県人権擁護委員連合会 

問 水戸地方法務局人権擁護課 ℡ 029-227-9919 

 
 ④ 大学教授による無料法律相談会を開催します 
日時  11月 5日（月）、14日（水）、12月 3日（月）、12日（水）  

              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   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 

 
 ⑤ ママカレッジ事業第 3弾！キラリママ応援！ 

   仕事と家事育児の両立応援セミナー 
 
 仕事と子育ての両立どうしてる？これから仕事を始めるママに、実際に子育てしながら働くマ

マの体験談をもとに家事、育児のコツや、再就職後にイキイキ働くためのポイントを学んでいた

だきます。 

日時 11月 14日（水）午後 1時～2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） 

講師 NPO法人子連れスタイル推進協会  

対象 ハローワークの就職応援セミナーを受講された求職中の方や、復職を予定している方 

定員 30名（先着順） 

参加費 無料（託児も無料で利用できます。）  

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 31日（水） 

申・問  秘書課（内線 226） 

 

 

 

 ⑥ 第 2回こども理科自由研究プレゼン大会 
 
 夏休みの理科自由研究でわかったこと、楽しかったことなどを市内の小学生12組がプレゼンし

ます。大賞や優秀賞は、参加者と応援、見学にきてくれた子どもたちの投票で決定されます。親

子で、家族で、子どもたちのプレゼンを聴きに来てください。 

日時 11月 10日（土）午前 9時 45分～午後 0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） 

問 環境保全課（内線 125） 

 

 ②ページ     「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 第 60回  自然観察会 
 
 ハイキングを楽しみながら、身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自

然観察会を開催します。当日はハイキングのできる服装でご参加ください。 

日時 11月 17日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。 

場所 難台山  

講師 茨城県環境アドバイザー 安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん、吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

対象 自然観察に興味のある方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  無料 

持ち物  飲み物、植物等の図書、雨具（傘、長靴）、杖、筆記用具など 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申込期限   11月 2日（金） 

申・問   環境保全課（内線 125） 

 

 ⑦ 女性のためのヨガ講座 
 
 身体のリズムやライフステージの変化が多い女性だからこそ、身体と心のメカニズムを知り、

より健やかに、より快適に生きるために自分にしてあげられることを学びましょう。 

 ヨガが初めての方もご参加いただけます。 

日時 11月 10日（土）   骨盤編 

       12月 8日（土） 女性ホルモン・月経周期編 

          平成 31年 1月 19日（土）   更年期・自律神経編 

       各回午前 10時～正午 

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 4437-7）  

講師 伊勢山
い せ や ま

 陽子
よ う こ

さん 

定員 3名以上で開催 

参加費 1回 3,000円 

持ち物 ヨガマット（レンタルあり）、動きやすい服装、筆記用具 

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  

 

 

 ⑨ 定住自立圏事業 健康セミナー 
 
   小児医療がテーマの講演会です。順天堂大学から講師を招き、小児医療の現状や子どもの急な

病気への対応について講演します。託児を用意していますので、ぜひご参加ください。 

日時 場所 

11月18日（日） 
午前 10時 30分～11時 45分 わんぱーく・みと（水戸市大町 3-4-30） 

午後 2時～3時 15分 はみんぐぱーく・みと（水戸市本町 1-8-2） 

対象 県央地域に居住する未就学児の保護者 

定員 各 30名（先着順）※  託児は各 20名（先着順） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 10月 29日（月）～ 11月 9日（金） 

申・問  水戸市保健センター ℡ 029-243-7311 
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 ⑩ 第 17回笠間市民ソフトテニス教室 
 
 第 17 回笠間市民ソフトテニス教室を開催します。久しぶりにやってみたいと思う方、これか

らやってみたいと思う方、ぜひご参加ください。 

日時 11月 18日（日）、24日（土）、25日（日）、12月 1日（土）、2日（日）、8日（土）全 6回 

             午前 8時 30分～11時 

             予備日  12月 9日（日）、15日（土）、16日（日）、22日（土）、23（日） 

場所 柿橋テニスコート C面、D面（笠間市鯉渕 6525-18） 

対象 小学 5年生以上の市民および市内勤務の方   

定員 30名（先着順） 

参加費 1名 1,500円（ボール代・傷害保険代）第 1回目の開催日に徴収致します。  

申込方法 ①住所 ②氏名 ③生年月日 ④電話番号  ⑤ラケットの有無を記入のうえ、FAX、      

     郵送またはメールでお申し込みください。 

                      ※ラケットの無い方は 300円でレンタルできます。 

申込期限 11月 9日（金） 

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

 

    〒309－1734 笠間市南友部 483-5 

    TEL・FAX 0296-78-3368（電話：午後 7時～9時、FAX：午前 9時～午後 9時） 

    メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp 

 

 

 

 

 ⑪ ターゲット・バードゴルフ体験教室 
 
 心身ともに健康でいるためにも、野外で皆さんと楽しく談笑しながらできる生涯スポーツで

す。2019年「いきいき茨城ゆめ国体」では、中学生以上参加できる「デモスポ」の種目となって

いて、つくばみらい市で開催します。この機会にぜひ体験してみてください。参加は無料です。 

日時 場所 申・問 

11月 13日（火） 

～18日（日） 

※月曜日、雨天時は 

   中止    

午前9時～正午 
笠間総合運動公園内コース 

（笠間市箱田 867-1） 

事務局  東村
とうむら

 操
みさお

   

℡ 0296-74-2512 

午後 1時～3時 
岩間海洋センター内コース 

（笠間市押辺 2259-1） 

事務局  藤井
ふ じ い

 良男
よ し お

   

℡ 0299-45-3014 

対象 中学生以上 

持ち物 運動のできる服装、飲み物 ※用具は事務局で準備します。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 当日参加可能 

※期間中以外でも、上記の会場、時間帯で会員が練習行っていますので、お気軽にお声かけ下さい。 

 

 
 ⑫ 婚活相談会 
 
 本人や両親からの婚活に対しての悩み事や、相談に無料でお答えする相談会を開催します。結

婚に関する悩みを抱えている方は、気軽にお越しください。 

 予約者のみの相談です。必ず事前に予約してください。 

日時 11月 11日（日）  午前 9時～正午 

場所 友部公民館（笠間市中央 2-3-6） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問    (特非) 新和会 二瓶
に へ い

 ℡ 090-6536-3869 

  

 
 
④ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 出会いパーティー 
 
日時 11月 11日（日）  午後 1時 30分～4時 30分 受付 : 午後 1時 

場所 しもだて地域交流センター  アルテリオ（筑西市丙 372） 

対象  独身で 39歳以下の方     

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いただきます。 

参加費 男性：3,000円、女性：1,000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 11月 8日（木） 

申・問  NPO法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085  

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

 

 

 ⑯ 羽梨山神社秋の例大祭 
 
 常陸国28社の一社である格式高い羽梨山神社秋季例大祭を開催します。活気あふれる「よさこ

い踊り」と勇壮で迫力のある「和太鼓」を奉納し、祭りを盛り上げます。ぜひ、お出かけくださ

い。また、地元上郷産農産物の販売もありますので、実りの秋をお楽しみください。 

日時 11月 11日（日） 農産物販売：午前 9時 30分 例大祭斎行：午前 10時  

             和太鼓、よさこい踊り：午後 0時 30分～ 

場所 羽梨山神社（笠間市上郷 3161-1） 

出演 玉里創作太鼓、漣～SAZANAMI～、葵よさこい連 

問 富田
と み た

 茂
しげる

 ℡ 0299-45-4925 

 

 

 

 ⑮ 第 1回 笠間匠のまつり 
 

 笠間焼伝統工芸士による実演や体験、いわま竹細工、木工、石工体験など、さまざまな匠と交

流体験ができるワークショップを開催します。菊まつりにちなんだ「菊ちゃんこ」の無料配食や

匠と菊を絡めた食のコーナーや、伝統工芸士の器で味わう呈
てい

茶席
ちゃせき

をもうけます。ぜひ皆さんお出

かけください。 

日時 11月 10日（土）午前 10時～午後 9時、  11日（日）午前 10時～午後 4時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 1014） 

問    （一社）笠間観光協会 ℡   0296-72-9222 

 ⑭ 台湾原住民桑布伊
サ ン プ ー イ

ライブ×門前ビアガーデン 
 

 台湾ホストタウン交流・笠間台湾交流事務所開設記念として、台湾で「最優秀アルバム賞」を

はじめ、多くの賞をとったアーティスト、桑布伊
サンプーイ

さんのライブを開催します。原住民音楽の笛と

ギターによる力強い音楽をお楽しみください。 

日時 10月 27日（土）午後 6時 30分～7時（予定） 

ナビゲーター 音楽評論家 関谷
せ き や

 元子
も と こ

さん 

企画 (株)スペースシャワーネットワーク            

場所 笹目宗兵衛商店（笠間市笠間 1339） 

※ 門前ビアガーデンは午後 5時 30分～9時まで開催しています。 

問 秘書課（内線 225） 
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 ⑰ 11月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けていただけるよう 

支援していくための制度です。 

【一般参加事業】 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

 1日（木） 

 6日（火） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
健康診査 

保健センター 

保健センター 

℡0296-77-9145 
11日（日） 地域福祉センターともべ 

26日（月） 

27日（火） 
地域福祉センターいわま 

12日（月） 午前 9時～午後 4時 献血 本所ロビー 
健康増進課 

℡0296-77-9145 
 
【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

2日（金） 

18日（日） 

19日（月） 
午前7時～10時30分 総合健診 

保健センター 
保健センター 

℡0296-77-9145 
地域福祉センターいわま 

笠間公民館 

3日（土） 
4日（日） 
5日（月） 

午前 8時～午後 4時 
茨城国体軟式野球 
リハーサル大会 
 ※ 5 Pt付与 

 

笠間市民球場 

 

国体推進室 

℡0296-77-1101 

7日（水） 

14日（水） 

午前 10時 15分 

～11時 45分 
健康体操 ゆかいふれあいセンター 

保健センター 

℡0296-77-9145 13日（火） 

25日（日） 

午前10時～10時30分 

午後 0時30分～1時 

子宮頸がん 

乳がん検診 

笠間公民館 

地域福祉センターいわま 

17日（土） 午前 9時～正午 自然観察会 難台山 
環境保全課 

℡0296-77-1101 

29日（木） 午後 1時 30分～3時 
健康講座 

（糖尿病） 
笠間公民館 

保健センター 

℡0296-77-9145 

◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力し

て活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行いたします。 

◆おはなし会 【友部図書館・笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート 【友部図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行いたします。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2018.9.30現在≪登録状況≫ 3,520人（男性）814人（女性）2,706人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  

  

 

市民活動ポータルサイト 
モバイル版へ 

 

 ⑥ページ     【回覧】次号は 10月 25日発行 第 30-21号 

 


