
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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  かさま健康ダイヤル 24は 11月 30日で 

      事業を終了します 

②  特設無料人権相談を開設します 

③  ひきこもりがちな方の心の相談・就労に 

   向けての相談会を開催します 

④  ひとり親家庭の小学校新入学児童に 

   入学祝い金を贈ります 

⑤  ひとり親家庭の小学校新入学児童に 

   入学祝い品を贈ります 

⑥  歳末たすけあい援護金配分事業を 

      実施します 

⑦  都市計画道路の変更・廃止に関する説明会

      を開催します 

⑧  岩間地区の都市計画に関する説明会を 

      開催します 

⑨  農業用廃プラスチックの収集には手続き  

      が必要です 

⑩  木造住宅の耐震診断事業を実施しています 

⑪  伐採樹木の無償提供を行います 

⑫  浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 

⑬  都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金） 

      の事後評価原案の公表および意見の募集を 

      します 

⑭  新設マンホールの位置確認にご協力ください 

⑮  防災士の 資格取得の助成を行います 

⑯  自動車事故被害者を支えています 

⑰  農業委員および農地利用最適化推進委員  

      の候補者を募集します 

⑱  笠間市職員採用試験を実施します 

 

 

⑲  笠間市立病院の診療情報管理士などを 

      募集します 

⑳  農業公社の職員を募集します 
 
■  趣味・体験 

㉑  かさま門前 菊あかり 

㉒  花の名所プロジェクト第 8回 

     「 スイセンを植えよう!!」 

㉓  かさま落語会 しょの二十三 

㉔  乾杯条例施行五周年記念 

     「笠間乾杯！SAKE GARDEN」 

㉕  友
とも

陽
よう

祭
さい

 

㉖  第 15回   大原地区文化祭 

㉗  人権週間記念フェスタ 

   ～笠間市人権教育講演会～ 

㉘  筑波山地域ジオパーク 

      桜川市（酒寄
さかより

・椎
しい

尾
お

）ジオツアー  

㉙  中小企業振興公社によるセミナー 

㉚  女性のための創業セミナー 

㉛  子育てセミナー 

㉜  親子・幼児 演劇鑑賞会 

㉝  ぬいぐるみおとまり会 

㉞  読み語りの会 プラスワン 

㉟  出前講座「科学遊び」 

㊱  スポーツウエルネス   吹矢体験教室 

㊲  元気すこやか教室 

㊳  出会いパーティー 

㊴  まゆ玉人形「干支飾り」・まゆ玉化粧水 

㊵  11月 13日は「県民の日」です 
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 ①   かさま健康ダイヤル 24は 11月 30日で事業を終了します 
 
 12月 1日（土）からは、以下をご利用ください。  

●急な病気で心配なとき（すぐに受診したほうがよいのか、様子を見ても大丈夫なのか など） 

相談先 受け付け時間 電話番号 

茨城おとな 

救急電話相談 

月～土曜日 

午後 5時 30分～翌朝午前 9時 
プッシュ回線の固定電話、携帯電話から 

短縮ダイヤル  ＃7119 

または  ℡   03-5367-2365 
日・祝日・12/29～1/3 

午前 9時～翌朝午前 9時 

茨城子ども 

救急電話相談 

月～土曜日 

午後 5時 30分～翌朝午前 9時 
プッシュ回線の固定電話、携帯電話から 

短縮ダイヤル  ＃8000 

または  ℡   03-5367-2367 
日・祝日・12/29～1/3 

午前 9時～翌朝午前 9時 

●医療機関をお探しのとき 

相談先 受け付け時間 電話番号 

救急医療情報コントロールセンター 月～土曜日 午前9時～午後5時30分 ℡  029-241-4199 

問  健康増進課（地域医療センターかさま内）  ℡   0296-77-9145 

 
 ② 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。 

日時 11月 21日（水）午前 10時～午後 3時   最終受け付け：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） 

 ③ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時  11月 19日（月）午前 9時～11時 ※毎月第 3月曜日に開催しています 

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） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

申・問 茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

                 ℡ 029-291-8990 FAX 029-291-8991 

 

 
 ④ ひとり親家庭の小学校新入学児童に入学祝い金を贈ります 
 
 笠間市社会福祉協議会では、住民の皆さんから温かい善意で寄せられた共同募金の中から、ひ

とり親家庭の新入学児童にお祝い金を贈ります。 

対象 市内に住所を有し、居住する母子・父子家庭で小学校新入学児童の保護者 

祝金の額 5,000円  

申込方法 印鑑を持参の上、窓口で直接お申し込みください。※ 受渡日は、後日通知します。 

申込期限 11月 1日（木）～平成 31年 3月 8日（金） 

申・問 社会福祉協議会本所   ℡  0296-77-0730      

                 笠間支所   ℡  0296-73-0084       岩間支所   ℡ 0299-45-7889 

 

 

 

 ②ページ       「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥   歳末たすけあい援護金配分事業を実施します 
 
 歳末たすけあい募金運動で集められた募金から援護を必要とする世帯に自己申請方式により、

歳末たすけあい援護金を配分する事業です。 

【配分の対象となる世帯の条件】 

 10月 1日（月）現在で、世帯全員の市民税が非課税世帯（平成 29年 1月 1日～12月 31日ま

での収入申告内容）で、笠間市に 6ヶ月以上住所を有し、現に居住している世帯で、次にあげる

区分のいずれかに該当する世帯。 

区分 要件 

準要保護世帯 準要保護の認定を受けている世帯 

身体障がい者（児）世帯 

知的障がい者（児）世帯 

精神障がい者世帯 

身体障害者手帳  １級所持者のいる世帯 

療育手帳   Ⓐ・A所持者のいる世帯 

精神障害者保健福祉手帳１級所持者のいる世帯 

母子・父子世帯 満 18歳まで（満 18歳到達後の最初の 4月 1日までの

間にある）の方のいる世帯 

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。 

ひとり暮らし高齢者世帯 

高齢者世帯 

70歳以上のひとり暮らし高齢者世帯 

70歳以上の高齢者のみの世帯 

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。 

要介護認定 4・5の高齢者がいる世帯 70歳以上で要介護認定 4・5の高齢者がいる世帯 

その他 生活が困窮している世帯として本会会長が認めた世帯 

【配分金の支給について】 

・援護金の金額は、今年度募集する「歳末たすけあい募金」の実績額により決定します。 

・口座振込の方は申請書に記載した指定口座に入金されます。 

     ※金融機関口座を持っていないなど、振込が困難な場合には、窓口にて支給します。 

・援護金の振込は、12月 14日（金）を予定しています。現金受け取りについては 12月 28日（金）

   までに支給します。 

※対象世帯が 2つ以上該当する場合でも申請はいずれか１つとなります。 

※生活保護法による保護を受けている世帯や施設入所者、または長期入院中の世帯は対象になりません。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください（郵送不可）。 

                     ※印鑑をお持ちください。 

申込期限  11月 16日（金） 

申・問  （福）笠間市社会福祉協議会   本所 笠間市美原 3-2-11   ℡ 0296-77-0730       

     笠間支所 笠間市石井 717   ℡ 0296-73-0084    

     岩間支所 笠間市下郷 5139-1  ℡ 0299-45-7889  

 

 ⑤   ひとり親家庭の小学校新入学児童に入学祝い品を贈ります 
 
 茨城県母子寡婦福祉連合会では、ひとり親家庭（母子・父子家庭）のお子さんに新入学祝い品

(学用品)を贈ります。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期間 11月 1日（木）～平成 31年 1月 7日（月） 

申 子ども福祉課(内線 165)、笠間支所福祉課（内線 72134）岩間支所福祉課（内線 73171） 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡  029-221-7505  

 

 

 

 

平成30年 10月25日 第30‐21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 
    

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 農業用廃プラスチックの収集には手続きが必要です 
 
収集を希望する方は、事前に廃棄事業者としての登録等、事務手続きを行う必要がありますの

で、登録期間内に印鑑を持参のうえ、お手続きください。  

【登録について】 

期間 11月 1日（木）～30日（金） 

場所 市役所本所  農政課（笠間市中央 3-2-1） 

持ち物 印鑑 

年間登録料 1戸あたり 1,000円（登録有効期間：平成 31年 3月 31日まで） 

【収集について】 

 地区  日時  場所  

笠間 12月 7日（金） 

午前 9時 30分～正午 

JA常陸笠間営農経済センター（笠間市飯合 146） 

岩間 12月 14日（金） 
JA常陸友部花卉センター（笠間市湯崎 1231-1） 

友部 12月 21日（金） 

収集できる農ビ 統一マーク農ビのプリントがされているもの 

収集できる農ポリ    被覆用ポリフィルム、マルチフィルム、園芸用ポット、園芸用育苗トレイ、 

                                       水稲育苗箱、肥料袋など 

収集費 農業用ビニールフィルム 1キログラムあたり 5円 

                 農業用ポリエチレンフィルム 1キログラムあたり 25.7円 

※排出した農業用ビニール、農業用ポリエチレンの重量を測定し、排出した量に応じて、登録料 

と併せて後日請求します。 

※台風等により被災した農業用ビニール等の廃棄をお願いします。 

申・問 農政課（内線 528） 

 

 

 ⑧ 岩間地区の都市計画に関する説明会を開催します 
 
 市では、岩間地区における都市計画の案を作成するにあたり、市民の皆さんからご意見をいた

だくため、説明会を開催します。 

日時 (1)11月 16日（金）午後 6時 30分～ 

             (2)11月 18日（日）午前 10時～ 

             ※両日とも同じ内容です。 

場所 市役所岩間支所 2階 201、202、203会議室（笠間市下郷 5140） 

内容 ①都市計画道路の変更・廃止について（土師栄町線・日吉町古市線） 

             ②地区計画の決定について（岩間駅北東部地区） 

             ③用途地域の変更について（①、②に伴うもの） 

問    都市計画課（内線 586） 

  

 

 ⑦  都市計画道路の変更・廃止に関する説明会を開催します 
 
 市では、都市計画道路の変更および廃止に関する都市計画の案を作成するにあたり、市民の皆

さんからご意見をいただくため、説明会を開催します。 

日時 11月 19日（月）午後 6時 30分～ 

場所 市役所本所 教育棟 2階 2-1、2-2会議室（笠間市中央 3-2-1） 

内容 ・友部地区の都市計画道路の変更・廃止について（南友部大沢線・友部宍戸線） 

             ・岩間地区の都市計画道路の変更・廃止について（土師栄町線・日吉町古市線） 

   ※本説明会は、地区ごとの説明会（友部地区：平成 29年 12月 3日・4日開催、岩間地区：

                  平成 30年 11月 16日・17日開催）の全体説明会として開催します。説明内容は、地区 

                  ごとの説明会と同じです。 

問    都市計画課（内線 586） 

  

 

  ④ページ     「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 木造住宅の耐震診断事業を実施しています 
 
 この事業は、一定の条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、専門的知識を

有する木造住宅耐震診断士を派遣して耐震診断を行い、木造住宅の耐震性能の確認や耐震化の意

識の啓発を図ることを目的とした事業です。 

対象住宅 ・ 笠間市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（床面積の 2分の 1以    

                           上が居宅であるものに限る。）で、階数が 2階以下かつ延べ床面積 30平方メート    

                           ル以上のもの。 

                  ・ 昭和 56年 5月 31日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。 

                ※建築時において建築基準法に該当しなかった場合は除く。 

                ※建築年、建築概要が建築確認通知等で確認できること。 

                  ・ 在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。 

       ※ 丸太組工法（ログハウス）およびプレハブ工法などは対象外です。 

     ※ 東日本大震災により被災した住宅で罹災証明書の判定区分で「半壊」以上の判 

                  定を受けた住宅は対象外です。 

対象者  上記の対象住宅の所有者で、税の滞納をしていない方 

診断費用   2,000円 

募集戸数   4戸 

申込期限   11月 30日（金）※募集戸数に達した時点で受け付けは終了となります。 

申込方法   申請書に必要書類を添付の上、窓口に提出してください。 

申・問  都市計画課（内線 586） 

 

  ⑪  伐採樹木の無償提供を行います 
 
 県が実施している工事に伴い伐採した樹木を、希望される方に無償提供します。薪ストーブを

利用している方、伐採樹木を必要とされる方は、お気軽にお越しください。 

日時 11月 12日（月）～22日（木） 午前 9時～午後 4時 

   ※日曜日および天候不順日は実施しません。 

場所 茨城中央工業団地（笠間地区）内（笠間市長兎路地内） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容 ・ 配布する樹木：スギ・クヌギ・カシなど（長さ約 1.5～2.0m、直径約 30～60cm） 

   ・ チェーンソー等で切り分け、各自積込みしてください。工具の準備も各自でお願いします。 

             ・ 原則おひとり 5本までとし、無くなり次第終了となります。 

申込方法 配布場所に直接お越しください。その際に、申込用紙にご記入ください。 

問 （公財）茨城県開発公社   用地建設課   ℡  029-301-7009 

 

 

友部ＳＡ

配布場所

至 茨城町

至 友部駅

至 岩間 Ｉ．Ｃ

至 水戸 Ｉ．Ｃ
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 ⑬ 都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）の事後評価原案の 

        公表および意見の募集をします 
 
市では、平成 26年度から 30年度にかけ、都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）を活

用し友部駅周辺地区の整備に取り組んできました。この事業は、事後評価を事業最終年度に実施

し、まちづくりの成果を確認することになっています。このたび、事後評価の原案を公表し、皆

さんの意見を募集します。なお、事後評価の原案および都市再生整備計画は、建設課または市ホ

ームページで閲覧できます。 

公表期間  11月 2日（金）～15日（木） 

提出方法 窓口へ直接または郵送、FAX、メールで提出してください。 

      ※電話など口頭による意見はお受けできませんので、ご了承ください。 

提出期限   11月 15日（木） ※  郵送は当日消印有効 

提出先・問  建設課（内線 501）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  FAX  0296-77-1146 

           メール kensetsu@city.kasama.lg.jp  

 ⑭ 新設マンホールの位置確認にご協力ください 
 
 平成 29 年度中に完成した工事箇所の下水道台帳への追加補正にあたり、新設したマンホール

位置の現地確認を行います。確認の際には私有地内に立ち入らせていただく場合もありますの

で、ご理解とご協力をお願いします。 

 なお、委託業者は笠間市の発行する身分証明書を携帯していますので、不審に思った場合には

身分証の提示を求めてください。 

期間 11月上旬から 12月中旬 

対象地区および委託業者 【笠間地区】石井、笠間、手越地内 【委託業者】三和航測(株) 

            【友部地区】旭町、平町、南友部、美原地内 【委託業者】(株)パスコ 

            【岩間地区】泉、吉岡地内 【委託業者】第一航業(株) 

問 下水道課（内線 71141） 

 

 

 

 ⑫ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 
 
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十

分に発揮させるために、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と法定検査が、法律により義務付

けられています。 

適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう、皆さんの協力をお願

いします。 

区分  実施頻度 内容 申 

保守点検 
10人槽以下の家庭用浄化槽の

場合、年3～4か月に１回 

浄化槽の機器、送風機やタイマー

などの点検調査、消毒剤の補充 

県に登録してい

る保守点検業者 

清掃 
年に1回以上(全ばっ気方式は6

か月に 1回以上) 

浄化槽内に溜まった汚泥などの

抜き取り 

市の許可を受け

た清掃業者 

法定検査 

浄化槽を使い始めてから3～8

か月以内に１回(その後は年1

回) 

保守点検・清掃がきちんと行わ

れ、きれいな水が放流されている

かを検査 

(公社)茨城県水

質保全協会 

一括契約システム：保守点検・清掃、法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検者、

清掃業者または（公社）茨城県水質保全協会にお申し込みください。 

問  下水道課（内線71111）  環境保全課（内線126）    (公社)茨城県水質保全協会    ℡  029-291-4004 

   茨城県県民生活環境部環境対策   ℡  029-301-2966  

  

 

 
 ⑥ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 自動車事故被害者を支えています 
 
 （独）自動車事故対策機構（NASVA）では、自動車事故の被害にあわれた方々を支援する取り

組みを行っています。 

【介護料の支給と訪問支援・交流会】 

 自動車事故により脳や脊髄などに重度の後遺障がいを負われ、自宅介護を必要とされる方に介

護料等を支給し、訪問して支援を行うとともに、交流会を実施しています。 

【交通遺児等育成資金の無利子貸付と友の会】 

 自動車事故で保護者を亡くされた児童などに対する育成資金の無利子貸付のほか、友の会を運

営し、家族参加型イベントの集いや、保護者の皆さんの交流会を実施しています。 

問 (独)自動車事故対策機構 茨城支所 ℡  029-226-0591 

 

 

 ⑮ 防災士の 資格取得の助成を行います 
 
市では、防災について総合的・体系的に学び、地域防災のリーダーとなる防災士の資格取得を

目指す方に、助成を行います。県が開催する「いばらき防災大学」を受講し、防災士の資格を取

得しませんか。 

自主防災組織をはじめ、行政区、消防団等で活動されている方、企業、学校等の防災担当者、

防災に関心のある方は、ぜひ応募ください。 

日時 第 1日目：平成 31年 1月 13日（日）午前 9時 30分～午後 4時 20分 

   第 2日目：平成 31年 2月  3日（日）午前 9時 25分～午後 4時 30分 

   第 3日目：平成 31月 2月 16日（土）午前 9時 45分～午後 4時 20分 

   第 4日目：平成 31年 2月 17日（日）午前 9時 45分～午後 2時 25分       

場所 いばらき大学  日立キャンパス（日立市中成沢町 4-12-１） 

定員 18名（先着順）※全 4日間に出席できる方   

受講料 11,000円（教本代、受験料、認証登録申請料）のうち 5,000円助成します。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。※詳細については、お申し込み時にお知らせします。 

申込期限 11月 30日（金） 

申・問 総務課  危機管理室（内線 245）、笠間支所地域課（内線 72112）、岩間支所地域課（内 73122） 

  

 

 

 ⑰ 農業委員および農地利用最適化推進委員の候補者を募集します 
 
 農業委員と農地利用最適化推進委員の任期が平成 31年 3月 31日で満了を迎えることに伴い、

下記のとおり、両委員の候補者を募集します 

 農業委員 農地利用最適化推進委員 

任期 平成 31年 4月 1日～平成 34年 3月 31日（3年間） 

 

主な業務 

 

農地の権利移動等の許可、利用集積の決

定、利用状況調査 

農地の集積、遊休農地の発生防止・解消、

新規就農・新規参入の促進等 

担当地区内での担い手への農地利用

の集積・集約化、遊休農地の発生防止

と解消等にむけた現場活動等 

                  

募集人数 19名   26名 
報酬（月額） 40,000円    25,000円 

募集方法 

推薦と自ら応募する方法があります。応募 用 紙は窓 口に設置してあります。また、ホ

ームペ  ージからもダウンロードできます。農業委員会事務局へ直接提出してください。 

※推薦または応募された方の情報は整理し、公表します。 

※農業委員と農地利用最適化推進委員の兼任はできません。 

選任方法 
募集締切り後に候補者の審査を行い、

議会の同意を得て市長が任命します。 

募集締切り後に候補者の審査を行い、

農業委員会が委嘱します。 

募集期間  11月 22日（木）～12月 19日（水） 

申・問 岩間支所農業委員会事務局（内線 73141）笠間市下郷 5140 

   

 

平成30年 10月25日 第30‐21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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱  笠間市職員採用試験を実施します 
 

職種 
採用

人数 
受験資格要件等 

①事務職  

（障がい者対象） 
1名 

自力による通勤ができ、かつ介護者なしで事務職として職務の遂行が可

能な人で、次の要件の全てを満たす人に限る。 

①昭和58年4月2日以降に生まれた人で学校教育法による高等学校以上を卒

     業 （修了）または※1平成 31年 3月 31日までに卒業（修了）見込みの人 

②身体障害者手帳（1級から 6級）の交付を受けている人、または精神障害 

    者保健福祉手帳（1級から 3級）の交付を受けている人 

③通常の勤務時間（原則として週 38時間 45分、1日当たり 7時間 45分）に

    対応できる人 

④活字印刷による出題及び口述による面接試験に対応できる人 

専

門

職  

②埋蔵文化財 

専門職員 

1名 

昭和 49年 4月 2日以降の生まれで、次の要件のいずれかを満たす人に限る。 

①学校教育法による大学（短期大学を除く）又は大学院で、考古学また

は歴史学の専門課程を修め卒業した人、又は平成 31年 3月 31日まで

に卒業見込みの人で、埋蔵文化財発掘調査の経験を有し、かつ調査報

告書を作成した（共同執筆も可）実績がある人 

②考古学の発掘調査技術に優れ、5年以上の発掘及び整理作業の経験を有し

 （平成 30年 10月末日現在）、かつ報告書を作成した（共同執筆も可）実績

    がある人 

③社会福祉士 
・ 

主任介護支援 

専門員 

昭和 51年 4月 2日以降の生まれで、社会福祉士および介護支援専門員の

資格を有する人 

④土木事務 

（任期付職員） 
1名 

昭和 30年 4月 2日から昭和 63年 4月 1日までに生まれた人で、地方公

共団体や建設会社、設計コンサルタント等において、土木工事の計画、

設計、積算、施工管理業務等に従事した経験を有する人 

採用予定日 

職 種 採用予定日 

①～③ 平成 31年 4月 1日 

④ 平成 31年 1月 1日 

※土木事務については、任用期間が平成 31年 1月 1日～平成 32年 8月 31日までとなります。 

試験日 

職 種 試験日 試験会場 

①～③ 12月 2日（日）    笠間市役所 

（笠間市中央 3-2-1） ④  11月 27日（火） 

採用試験実施要項配布場所 

秘書課窓口または、市ホームページからダウンロード、郵便で請求してください。 

※封筒の表に「職員採用試験申込書類請求」と朱書きし、返信用封筒（あて先を明記し、140円 

    切手を貼り付けた角 2サイズ）を必ず同封し、市役所秘書課人事グループ宛に送付。 

申込期間 10月 29日（月）～11月 21日（水） 

申・問 秘書課人事給与グループ（内線 554）ホームページ  http://www.kasama.city.lg.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 かさま門前 菊あかり 
 
 第 111回笠間の菊まつり会期中の 11月 10日（土）の一夜のみ、笠間稲荷神社参道や笠間稲荷

門前通りで菊を中心に紙行燈や和傘、オブジェ等をライトアップします。笠間ならではの灯りの

演出のなか、菊の花香る夜の門前通りを散策してみませんか。 

日時 11月 10日（土）午後 6時～9時 

場所 笠間稲荷神社境内および笠間稲荷門前通り周辺 

問    笠間稲荷門前通り商店街  代表   沼田    ℡  0296-72-0139 

 

  

 

 ⑳ 農業公社の職員を募集します 
 
 笠間の農業振興、農業支援のために共に働いてくださる職員を募集します。 

採用期間 平成 31年 4月 1日～ 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（休憩時間：正午～午後 1時） 

勤務場所 （一財）笠間市農業公社（笠間市中央 3-2-1） 

職務内容 総務・人事・労務管理、経理・財務・会計、農産加工品の流通・販売、就農者の募集・ 

支援、農地の賃貸、グリーンツーリズムに関する業務 

資格 平成元年 4月 2日から平成 13年 4月 1日までに生まれた方 

             学校教育法による大学、高等学校を卒業、または平成 31年 3月 31日までに卒業見込みの方 

賃金 大学卒 179,200円  高等学校卒 147,100円 

       ※初任給は、学歴や経歴などを考慮の上決定（年 2回賞与あり） 

加入保険 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 

募集人数 1名 

申込方法 ホームページまたは、電話でお問い合わせください。 

申込期間 11月 1日（木）～28日（水） 

申・問 （一財）笠間市農業公社（内線  531）ホームページ    http://www.kasama-agri.jp/ 

 

 

 

 ⑲ 笠間市立病院の診療情報管理士などを募集します 
 
 市立病院では、臨時職員（診療情報管理士もしくは同等の知識を有する方）を募集します。 

勤務内容 地域包括ケア病床への移行（DPC）作業および請求事務など 

雇用期間 12月 1日（土)～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）、休日：週休日および祝日 

募集人数  1名 

賃金 1,500円/時間（別途通勤手当支給あり） 

資格等 診療情報管理士（もしくは同等の知識や経験を有する方） 

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 11月 9日（金） 

申・問 市立病院  経営管理課（笠間市南友部 1966-1）℡ 0296-77-0034 
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市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 
     納期限内の納付をお願いします。         ⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓ かさま落語会 しょの二十三 
 

 笠間の菊まつりと併せて恒例行事となった、高田
た か だ

 文夫
ふ み お

さんプロデュースの「かさま落語会」を

開催します。今年もたくさん笑っていただきますので、ぜひご来場ください。 

日時 11月 17日（土）開場：午後 1時 30分 開演：午後 2時 

場所 笠間稲荷神社内  嘉辰
か し ん

殿
でん

（笠間市笠間 1） 

出演 高田文夫さん、瀧川
たきかわ

 鯉
り

昇
しょう

さん、マギー司郎
し ろ う

さん  

チケット 前売り 3,000円、当日 3,500円 

前売券販売所 笠間ショッピングセンター  ポレポレシティカウンター  

問 かさま落語会事務局    ℡ 0296-72-7127 

 

  ㉔ 乾杯条例施行五周年記念「笠間乾杯！SAKE GARDEN」 
 
 「笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例」の制定から、もうすぐ 5年が経過します。これを記念

して、一夜限りのイベントを開催します。みなさんご一緒に、笠間の地酒を笠間焼で乾杯して、

笠間の夜を楽しみませんか。入場無料です。 

日時 11月 10日（土）午後 5時 55分～9時 開場：午後 5時 30分 

場所 笹目宗兵衛商店（笠間市笠間 1339） 

内容 地酒の試飲販売（稲里・松緑・郷乃誉・東海）、笠間焼ぐい呑みや 酒の肴の 販売 

             笠間稲荷囃子保存会の演奏、昭和歌謡リサイタル、お笑い LIVE 

   ※入場者先着 555名様に笠間焼特製ぐい呑みをプレゼント 

問   事務局  ℡  090-8945-8232 

  

  ㉕ 友
とも

陽
よう

祭
さい

 
  県立友部特別支援学校では、2年に一度の文化祭「友陽祭」を開催します。児童生徒の作品や

 発表をぜひご覧ください。多くの方々のご来場をお待ちしています。 

日時 内容 

11月10日（土） 

雨天実施 

午前10時10分～11時50分 
   小・中学部児童生徒による学習発表 

   高等部作業班による体験コーナー、作品展示 

  午後0時55分～2時  作業製品の販売、模擬店、作品展示 

※個別教育相談会をご希望の方はホームページをご覧ください。 

    午前の部：午前10時～正午 午後の部：午後1時～2時  

場所 県立友部特別支援学校（笠間市鯉淵6558-1） 

問    渡邉 ℡   0296-77-0001 ホームページ   http://www.tomobe-sn.ibk.ed.jp/ 

 

  

 
      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。） 

 

 ㉒  花の名所プロジェクト第 8回「スイセンを植えよう!!」 
 
日時 11 月 17 日(土) 午前 8 時 30分～11 時頃 (小雨決行) 

場所 集合場所：ポレポレ南側駐車場   活動場所：涸沼川河畔（球根植え付け、草刈り） 

内容 球根の植え付け、草刈り、ゴミ拾いなど  

             今年の植付け品種：マルチネット約 600 球、ガーデンジャイアント約 500球 

             ※土で汚れるので、服装にご注意ください。刈り払い機を持っている方は準備願います。 

問    花の名所プロジェクト  ℡ 080-1216-4539 
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 ㉘ 筑波山地域ジオパーク桜川市（酒寄
さかより

・椎
しい

尾
お

）ジオツアー                 
 
筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイドの案内のもと、筑波山西麓近くに残る自然や

歴史、文化財を散策するツアーです。植物や寺院を見学しながら、みかん狩りを楽しみませんか？ 

 皆さんの参加をお待ちしています。 

日時 11月 25日（日）午前 9時～午後 1時   ※午前 8時 50分までに集合（雨天決行） 

    集合場所 桜川市役所 真壁庁舎（桜川市真壁町飯塚 911） 

   コース   真壁庁舎（バス移動）→ つくし湖 → 薬王院 → みかん園（みかん狩り）→つくし湖（バス移動）→真壁庁舎 

   講師  筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイド 

対象  健脚な方    ※全長約 4km、高低差約 150mで起伏の大きい登山道を歩くツアーとなります。 

定員  30名（先着順） 

持ち物 軽登山用の靴と服装、雨具、飲み物など 

                 ※歩きやすく滑りにくい靴、動きやすい服装でお越しください。 

参加費 500円（資料、保険代、みかん狩り料金等を含みます。） 

申込方法 住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の取れる電話番号を記入して FAX、メー

                      ルまたは電話でお申し込みください。 

申込期限  11月 16日（金） 

申・問  筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局（桜川市商工観光課） 

                  ℡ 0296-55-1159     FAX 0296-23-8200      

    メール   syoukou_s@city.sakuragawa.lg.jp 

 ㉗  人権週間記念フェスタ～笠間市人権教育講演会～ 
 
日時 12 月 8 日（土）午後 1 時～4 時 開場：午後 0時 15分～ 

場所 笠間公民館  大ホール（笠間市石井 2068-1） 

内容 ○午後 1時 15分 人権啓発ポスター、人権メッセージ、人権作文の優秀作品表彰 

   ○午後 1時 45分 人権メッセージ、人権作文の優秀作品の作者による朗読 

   ○午後 2時 30分 笠間特別観光大使 NEVA GIVE UPミニライブ、 

             ○午後 2時 50分 講演：「夢をあきらめない」※手話通訳あり 

              講師 ：アーティスティックスイミング元日本代表 石黒
いしぐろ

   由美子
ゆ み こ

さん 

参加費 無料 

定員  500名  ※当選者には、入場はがきを送付します。 

申込方法 はがき、FAX（様式は県のホームページからダウンロードできます）、Eメール    

                       に、 郵便番号、住所、氏名（参加者全員分）、電話番号 、催事名（人権週間記念フェ 

                       スタ）を記入のうえお申し込みください。 

申込期限   11月22日（木）必着（定員になり次第締め切り） 

申・問  茨城県人権啓発推進センター    〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 ℡ 029-301-3135 

                  FAX   029-301-3138     メール   koso5@pref.ibaraki.lg.jp   

 

 

 ㉖ 第15  回   大原地区文化祭 
 
 大原地区に在住、在勤の方の作品を展示します。ぜひ、お越しください。 

日時 11月 25日（日）～12月 7日（金）午前 9時～午後 4時 

場所 大原小学校  1階  多目的集会広場（笠間市小原 3522-1） 

内容 絵画、彫塑、工芸、書、写真、陶芸、手芸、生花、ちぎり絵、絵手紙、ステンドグラス、   

             パンフラワー、アートフラワー、盆栽等 

問    大原文化振興会 中村
なかむら

 晃
あきら

 ℡ 0296-77-5694 

 

  

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。      ⑪ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ 中小企業振興公社によるセミナー 
 

日時 内容 

11月21日（水） 

午後1時～6時 

ITを活用した生産

性向上セミナー 

講演 ： 中小企業の経営体質を改善し、生産性を上げるIT活用術 

講師： ナレッジネットワーク㈱ 代表取締役 森戸
もりと

 裕一
ゆういち

さん 

・パネルディスカッション、施策紹介（IT支援）、名刺交換会・相談会 

11月22日（木） 

午後1時30分 

～5時 

事業承継セミナー 

講演 ：自社の魅力を知り、経営力発揮に繋げる事業承継 

講師: ジュピター・コンサルティング㈱代表取締役  大山
おおやま

 雅巳
まさみ

さん 

・施策紹介、名刺交換会・相談会 

11月26日（月） 

午後1時～5時 

働き方改革・人手

不足対応セミナー 

講演：求職者の心に響く「物語」を語れ！人財採用のカリスマが語る 

             働き方改革と人手不足時代に効く秘密の採用術!! 

講師:   ㈱北陸人材開発サポート 代表取締役  國宗
くにむね

 一之
かずゆき

さん 

・施策紹介、名刺交換会・相談会 

場所 水戸京成ホテル   2階  瑠璃の間（水戸市三の丸 1-4-73） 

対象 中小企業・小規模事業者、関係機関 

参加費 無料 

定員 50名 

申込方法 電話、または FAXでお申し込みください。 

申・問 （公財）茨城県中小企業振興公社   ℡  029-224-5339    FAX 029-227-2586 

 
 ㉚ 女性のための創業セミナー 
 
 創業に興味のある方や創業を目指している方、創業して間もない方は、お気軽にお申し込みく

ださい。 

日時 11月28日（水）午後1時30分～4時 開場：午後1時 

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） 

内容 講師 

第1部 
茨城県信用保証協会からのお知らせ 

「子連れ」「地方」で始めた私の働き方 

(有)モーハウス 代表取締役  

光
みつ

畑
はた

 由佳
ゆ か

さん 

第2部 あなたはどんなビジネスアイディアを考えますか？ 中小企業診断士 比企
ひ き

 智
とも

浩
ひろ

さん 

第3部 交流会（お茶とお菓子をご用意します）※終了後希望者のみ相談会を行います。 

対象 女性で創業することに興味がある方、創業を目指している方、創業して間もない方 

参加費 無料 

定員 30名（先着順）※お子さんと聴講可（事前にお申し出ください。） 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申・問  茨城県信用保証協会 経営支援部創業支援課 ℡ 029-224-7865 

 

 

 

 ㉛ 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 11月 18日（日）午後 3時 30分～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    「怒り」をコントロールしよう～穏やかな気持ちで、笑顔で子どもと向き合うために～ 

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 

 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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝  ぬいぐるみおとまり会 
 
子どもたちが大切にしているぬいぐるみを持ってきていただき、一緒におはなし会を楽しんだ

後、夜の図書館におとまりをするというイベントです。 

日時 ①おはなし会（ぬいぐるみお預かり）：12月1日（土）午後1時30分～2時30分   2階ホール 

             ②ぬいぐるみお渡し：12月 2日（日）午後 1時～7時 サービスデスク 

場所 笠間図書館（笠間市石井 2023-1） 

参加費 無料 

定員 20名（先着順） 

対象 ①、②どちらも参加できる方が、一人一体（10cm以上 1m以内）お申し込みできます。 

             ※年齢制限はありません。 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期間 11月 16日（金）午前 9時  ～28日（水）午後 7時 

申・問    笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 

  

 

 ㉜ 親子・幼児 演劇鑑賞会 
 
表現力や感受性を養い、豊かな心の育成を図ることを目的として、演劇鑑賞会を開催します。 

申し込みは不要ですので、直接お越しください。ご家族でのご来場をお待ちしています。 

日時 11月 23日（金）開場：午前 10時    開演：午前 10時 30分  

場所 笠間公民館  大ホール（笠間市石井 2068-1） 

内容 劇団飛行船：オリジナルミュージカル「ぼくらのおうち」   

対象 未就学児を含む世帯 

参加費 無料 

定員 500名  ※当日は先着順による入場となります。 

問 笠間公民館   ℡   0296-72-2100 友部公民館  ℡   0296-77-7533  岩間公民館   ℡ 0299-45-2080 

 

 

 ㉞  読み語りの会 プラスワン 
 読み語りの会「プラスワン」が朗読会を開催します。事前の申し込みは不要です。どなたでも

気軽にお越しください。 

日時 11月 20日（火）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１-10） 

内容 作品 作者 

 映画「荷車の歌」について 猪俣
いのまた

 勝人
か つ と

 

 メロン 江國
え く に

  香織
か お り

 

 紙芝居「子そだてゆうれい」 桜井
さくらい

 信夫
の ぶ お

 

 ギプスの中身 E･W･ハイネ 

 愛の鍵 星
ほし

 新一
しんいち

 

 たまごを売って子ブタを買って ブルガリアの昔話  ※他にも予定しています。 

参加費 無料 

問 小林 ℡ 080-1207-2954 

 

 

平成30年 10月25日 第30‐21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。   ⑬ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊲ 元気すこやか教室 
 
 運動・口腔・栄養・認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした、短

期集中型（3ヶ月間）の介護予防教室を開催します。 

日時 12月～2月の毎週火曜日 午後 1時～3時  

場所 フロイデ総合在宅サポートセンター友部（笠間市鯉淵 6526-19） 

内容 保健・医療の専門職によるプログラムに 3か月間（週 1回⁄2時間程度）取り組みます。終

             了後もご自宅で続けられるよう支援します。 

             (1)運動器の機能向上プログラム (2)口腔機能向上プログラム 

             (3)栄養改善プログラム (4)認知症予防プログラム 

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方 

             (1)要支援 1、2の認定を受けている方 

             (2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方 

定員 10名程度（先着順） 

参加費 1,500円（全 12回分） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 11月 10日（土） 

申 フロイデ総合在宅サポートセンター友部  ℡0296-73-5577 

問 高齢福祉課（内線 175） 

 

 ㉟ 出前講座「科学遊び」 
日時  11月 11日 (日) 午後 2時～3時 

場所 笠間市児童館  創作活動室（笠間市南友部 1966-140） 

内容 松ぼっくりツリーとキャンドルを作ります。 

講師 西澤
にしざわ

 久
ひさ

恵
え

さん 

定員 16名（先着順） 

対象 小学生以上 

参加費 50円（材料費） 

申込方法  窓口に直接、または電話にてお申し込みください。 

申込期間 11月 1日(木)～10日(土) 

申・問 笠間市児童館 ℡  0296-77-8340 

 ㊱ スポーツウエルネス   吹矢体験教室 
 
 スポーツウエルネス吹矢は、ゲーム感覚で楽しみながら、カラダもココロも快調になれるスポ

ーツです。吹矢式呼吸法の「静かなエクササイズ」は、さまざまな健康効果が期待できます。楽

しみながら健康づくりしませんか。皆さんの参加をお待ちしています。 

日時 11月 24日（土）午前 9時 30分～11時 30分 

場所 友部公民館 体育室 (笠間市中央 3-3-6) 

   ※毎週土曜日の午前中に練習を行っているので随時見学、体験が可能です。 

参加費   無料 

持ち物 飲み物、上履き、フェイスタオル 

    ※用具は協会で準備します。服装は普段着で結構です。 

申込方法 電話でお申し込みください。当日、会場での申し込みも可能です。 

申・問 （一社）日本スポーツ吹矢協会 笠間支部 担当 山口
やまぐち

 ℡  090-6501-3427 

※日本スポーツ吹矢会は、来年度より「日本スポーツウエルネス吹矢協会」に名称を変更します。 

 

⑭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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊳ 出会いパーティー 
 
日時  11月 17日（土）  午後 1時 30分～4時 30分 受付 : 午後 1時 

場所  ホテルベストランド（つくば市研究学園 5-8-4） 
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：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 11月 14日（水） 

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 

 

 
 ㊴ まゆ玉人形「干支飾り」・まゆ玉化粧水 
 
 来年の干支飾り（いのしし）と化粧水を作ってみませんか。 

日時 12月 4日（火）午前 9時 30分～11時 30分 

場所 社会福祉協議会 笠間支所（笠間市石井 717） 

内容 まゆ玉人形・まゆ玉化粧水づくり 

講師 茨城生物の会 堤
つつみ

 徳郎
の り お

さん 

対象 市内在住の方 

参加費 300円 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 電話または窓口で直接お申し込み下さい 

申込期間 10月 29日（月）～11月 26日（月）  

申・問  笠間市 社会福祉協議会ボランティアセンター 笠間市美原 3-2-11 ℡  0296-78-2626 

※地域ポイント対象事業です。  

 

 

平成30年 10月25日 第30‐21号 

 
     仕事帰りにもご利用ください！市役所窓口時間の延長について                 
 
 笠間市役所本所および各支所では、窓口の受付時間を次のとおり延長しています。ぜひ、ご利用

ください。 
 

受付場所 延長日時 延長している課（内線番号） 

笠間市役所本所 
毎週水曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

・市民課（147）・保険年金課（139） 

・税務課（112）・収税課（118） 

笠間支所 
毎週木曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 市民窓口課（笠間 72122・岩間 73181） 

(戸籍・住民票関係、印鑑証明関係、国保関係) 
岩間支所 

毎週火曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

 

         猫は屋内で飼いましょう。          ⑮ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊵ 11月 13日   は「県民の日」です 
 
 県民の日の前後には、さまざまな施設の優遇がうけられます。詳細は直接お問い合わせください。 

●無料 

施設 所在地 問 施設 所在地 問 

弘道館 水戸市 029-231-4725 
こもれびの森のイバラ
イド(入園料のみ)  

稲敷市 029-892-3911 

偕楽園（好文亭） 水戸市 029-244-5454 かすみがうら市歴史博物館 かすみがうら市 029-896-0017 

県近代美術館 水戸市 029-243-5111 港公園展望塔 神栖市 0299-92-5155 

県立歴史館 水戸市 029-225-4425 
霞ヶ浦ふれあいランド
10日(土)、11日(日)のみ 行方市 0299-55-3927 

徳川ミュージアム 
（小・中学生のみ） 

水戸市 029-241-2721 大洗マリンタワー 大洗町 029-266-3366 

水戸市立博物館 
（特別展を含む） 

水戸市 029-226-6521 
県立児童センター 
こどもの城 

大洗町 029-266-3044 

奥日立きららの里 
（入場料のみ） 

日立市 0294-24-2424 袋田の滝(観瀑施設) 大子町 0295-72-4036 

かみね動物園 日立市 0294-22-5586 予科練平和記念館 阿見町 029-891-3344 

かみね公園レジャーランド 
（入場料のみ） 

日立市 0294-22-4737 
成田ゆめ牧場 
(小学生以下無料、家族3世
代での来場で全員無料） 

千葉県 
成田市 0476-96-1001 土浦市立博物館 土浦市 029-824-2928 

上高津貝塚ふるさと歴史の広場 土浦市 029-826-7111 

下妻市ふるさと博物館 下妻市 0296-44-7111 サンリオピューロランド 
（11月1日(木)から25日(日)まで、
窓口でいばらきKids Clubカードを提
示して、大人券を購入すると、購入し

た枚数分の子人券が無料） 

東京都 
多摩市 042-339-1111 小貝川ふれあい公園 

（パークゴルフ使用料） 
下妻市 0296-45-0200 

竜神大吊橋 常陸太田市 0294-87-0375 

県天心五浦美術館 北茨城市 0293-46-5311 
よみうりランド 
（入園無料およびワン
デーパスを一律 3,300
円で販売） 

東京都 
稲城市 044-966-1111 

県陶芸美術館 笠間市 0296-70-0011 

県植物園 那珂市 029-295-2150 

ミュージアムパーク 
県自然博物館 

坂東市 0297-38-2000 
 

●割引 

施設 所在地 問 施設 所在地 問 

県フラワーパーク 石岡市 0299-42-4111 
スパリゾートハワイアンズ 

11月1日(木)から30日(金)まで 

福島県 
いわき市 0570-550-550 

笠間工芸の丘 笠間市 0296-70-1313 

筑西遊湯館 筑西市 0296-33-5151 那須ハイランドパーク 
11月1日(木)から30日(金)まで 

栃木県 
那須町 0287-78-1150 

坂東市観光交流センター「秀緑」 坂東市 0297-35-0002 

四季健康館健康風呂 小美玉市 0299-48-0221 
鴨川シ―ワールド 
11月1日(木)から30日(金)まで 

千葉県 
鴨川市 04-7093-4803 

アクアワールド県大洗水族館 大洗町 029-267-5151 

フォレスパ大子 大子町 0295-72-6100 
マザー牧場 

11月10日(土)から18日(日)まで 

千葉県 
富津市 0439-37-3211 

 

⑯ページ  【回覧】 次号は 11月 8日発行  第 30-22号 

 


