
■  お知らせ 

①  市・県民税申告の受付会場集約および 

      予約制度に係る説明会を開催します 

②  防災行政無線を用いた情報伝達訓練を行います 

③  公共下水道管渠布設工事に伴い交通規制を行います 

④  エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑤  土地の現況調査を実施します 

⑥  地区計画の原案を縦覧に供します  

⑦  都市計画に関する公聴会を開催します 

⑧  年末調整・確定申告の社会保険料控除について 

⑨  シルバー人材センターの特別入会説明会を開催します 

⑩  放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます  

⑪  第 3回実用英語技能検定の受験費用の 

      一部を助成します 

⑫  市立病院の臨時職員を募集します 

⑬  家屋を取り壊した時は届け出が必要です 

⑭  12月 4日から 10日は人権週間です 

⑮  11月25日～12月1日は「犯罪被害者週間」です  

⑯  健康診査（11月～12月分）を実施します 

 

■  趣味・体験 

⑰  メディカルカフェ ～みんなの相談室～ 

⑱  民間救急ボランティア「 かさまハートサポーター：KHS」 

⑲  認知症カフェ 

⑳  元気すこやか教室 

㉑  いばらき中小企業経営革新フォーラム2018 

㉒  ナイスハートふれあいフェスティバル2018 

㉓  CO₂削減 エコライフチャレンジ 2018 

㉔  笠間の家ワークショップ「クッキー型をつくる」 

㉕  第18回 歌声広場～大きな声で一緒に歌いましょう～ 

㉖  石の百年館「稲田石で味わうお茶講座」 

㉗  かさま手作りフェスタ winter  in あたご 

㉘  東京ディズニーランド・バスツアー 

㉙  3 B
さんびー

体操クラブ体験教室 

㉚  ジャワ島のガムラン  ～インドネシアの音楽 

      を聴いてみよう&触れてみよう！ 

㉛  森林・林業公開講座 

 

■  お詫びと訂正
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 ①   市・県民税申告の受付会場集約および 

        予約制度に係る説明会を開催します 
 
 市では、平成 31年 2月から市・県民税申告の受付会場を市役所本所 1か所に集約することと

しました。これに伴い、新たに導入する予約制度など各種取り組みに関する説明会を開催します。 

【岩間地区】 

日時 11月 27日（火）午後 2時～ 

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

【笠間地区】 

日時 11月 28日（水）午後 2時～ 

場所 笠間公民館  2階 大、中会議室 （笠間市石井 2068-1） 

【主な内容】 

  ○申告会場の集約について 

  ○期日・時間指定制の導入について 

  ○申告予約専用ホームページ・専用ダイヤルの開設について 

  ※両日とも同じ内容です。 

  ※事前申し込みの必要はありません。 

問 税務課（内線 113） 

 

  【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 
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 ②   防災行政無線を用いた情報伝達訓練を行います 
 
 地震や津波、武力攻撃などの発生時に備え、次のとおり情報伝達訓練を行います。 

  この訓練は、全国瞬時警報システム（J アラート）を用いた訓練で、全国一斉に情報伝達訓練

が行われます。 

市内に設置してある防災行政無線から、一斉に次のように放送されます。 

放送内容 上りチャイム音 

「これは Jアラートのテストです。」×3回 

「こちらはぼうさいかさまです。」 

下りチャイム音 

日時 11月 21日（水）午前 11時頃 

問 総務課（内線 245） 

 

  ③   公共下水道管渠布設工事に伴い交通規制を行います 
 
 交通の際には、工事看板および交通誘導員の指示に従って通行してください。付近にお住まい

の方、通行される方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

規制期間 11月中旬～平成 31年 1月下旬（予定） 

規制区間 笠間市下市毛地内（第三下市毛踏切より西へ約 280ｍの地点から南へ約 75ｍ） 

規制内容 全面通行止（午前 8時 30分～午後 5時） 

     ※工事箇所および通行止め区間は 1日約 5ｍ間隔で移動します 

施工業者 (有)郡司組 

問 下水道課（内線 71141） 

 ④   エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
 
 委員会は傍聴することができます。希望者は電話でお申し込みください。 

日時 11月 29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 ・搬入車両等対策   

        (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤   土地の現況調査を実施します 
 
日時 11月 12日（月）から平成   31年 3月下旬まで 

○調査目的  

3 年に一度の評価替に伴い（次回評価替は平成 33 年）、公平かつ公正な課税を行うことを目的

として土地の現況調査を実施します。 

○調査方法 

 原則として公道からの視認調査を行いますが、公道から見えない場合は敷地内への立ち入りを

お願いすることがあります。 

○調査員について 

 調査は市が委託した業者が行います。調査員は笠間市長が発行した身分証明書を携行しています。 

○委託業者 

 国際航業(株) 水戸営業所  ℡   029-221-7251 

※調査員のなりすましにご注意ください。今回の調査で、調査員が口座を確認することや、金銭

    の支払いを求めることなど、調査以外のお願いをすることは決してありません。また、調査の 

    ために家屋内への立ち入りをお願いすることはありません。 

問 税務課（内線 110）  

 

 ⑦   都市計画に関する公聴会を開催します  
 
 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、公聴会を開催し

ます。公聴会で意見を述べたい方は、公述申出期間中に公述申出書をご提出ください。公述申出

書は所定の様式がありますので、問い合わせ先までご連絡ください。なお、公述申出書の提出が

ない場合、公聴会は開催しません。 

 また、公述申出期間中は、原案の縦覧ができます。 

＜公聴会＞ 

日時 12月 11日（火）午後 6時 30分～ 

場所 市役所本所 教育棟 2階 2-1会議室（笠間市中央 3-2-1） 

内容    （1）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） 

            （2）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） 

            （3 ）用途地域の変更について（（2）および岩間駅北東部地区地区計画の決定に伴うもの） 

＜公述申出書の提出＞ 

提出期間 11月 21日（水）～12月 4日（火） 

提出方法  窓口に持参、または郵送によりご提出ください。 

縦覧場所・提出先 都市計画課  〒309-1792    笠間市中央 3-2-1 

問 都市計画課（内線 586） 

 

 

 ⑥   地区計画の原案を縦覧に供します     
 
 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、原案を縦覧に供

します。原案に対するご意見は、縦覧開始の日から 3週間を経過するまでに、意見書によりご提

出ください。なお、意見書は所定の様式がありますので、お問い合わせください。 

縦覧期間 11月 21日（水）～12月 4日（火） 

内容 地区計画の決定について（岩間駅北東部地区地区計画） 

意見書の提出期間 11月 21日（水）～12月 11日（火） 

提出方法   窓口に持参、または郵送によりご提出ください。 

縦覧場所・提出先  都市計画課 〒309-1792    笠間市中央 3-2-1 

問 都市計画課（内線 586） 
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 ⑧   年末調整・確定申告の社会保険料控除について 
 
年末調整や確定申告の際に、当該年の国民健康保険税（国保税）の納付額は、社会保険料控除

の対象となります。平成30年中に納付された国保税の納付額（納付書および口座振替分）につい

て、「所得申告参考資料」を平成31年1月下旬に送付します。 

なお、年末調整のために参考資料（国保税納付額連絡票）が早めに必要な場合は、次のとおり

申請してください。 

○電話で申請する場合 

国保税納付額連絡票をご自宅に郵送します。電話での納付額の回答はできません。 

○保険年金課（市民窓口課）窓口で申請する場合 

 納税義務者（世帯主）または同一世帯の方には、窓口で「国保税納付額連絡票」を発行します。 

本人確認できるもの（運転免許証または保険証等）をご持参ください。 

※国保税は世帯主課税のため、市役所で加入者個人ごとの納付額はお知らせできません。実際 

に国保税を納付された方（負担された方）が社会保険料控除として申告することができます。 

※特別徴収（年金天引き）されている国保税は、その年金を受給している方が控除を受けられ 

ます。公的年金の源泉徴収票をご確認のうえ、申告してください。 

問 国保税納付額連絡票について：保険年金課（内線 140） 

税の申告および控除について：税務課（内線 113） 

 

 

 ⑩  放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます 
 
各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、12月 22日（土）から平成 31年 1月 5

日（土）の冬休み期間中、家庭で保育できない児童をお預かりします。 

※日曜・祝日および年末年始期間 12月 29日（土）～1月 3日（木）は除く。 

入所基準 共働き、疾病・障害等、家族の看護・介護、出産、その他特別の理由 

申込方法 申込書および保育できない証明書等（保護者数分）に必要事項を記載の上、窓口で直 

接お申し込みください（FAX、郵送は不可）。 必要書類は子ども福祉課、各支所福祉課

                      に用意してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。（トップ  

                      ペ ージ⇒「放課後児童クラブ」で検索） 

※定員の空き状況および申込み状況により選考を行い、結果を通知します。 

申込期限 12月 7日（金） 

【受け入れ不可の児童クラブ】笠間小、稲田小、大原小、宍戸小、岩間第一小 

この場合は、受け入れ不可となっていない他の児童クラブまたは、下記の民間児童クラブをご利用ください。 

【民間児童クラブ】がくどうかさま（笠間）℡ 0296-78-4121   民間学童すまいる（鯉淵）℡ 0296-77-6608                  

                                  アフタースクールケアキズナバ（鯉淵）℡ 0296-85-6631 

申 子ども福祉課、各支所福祉課 

問   子ども福祉課（内線 164） 

  

 ④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。 

 

 ⑨   シルバー人材センターの特別入会説明会を開催します 
 
 高齢などで、除草作業が出来なくて困っている方から、シルバー人材センターへの依頼が増加して

いますが、センターで対応できる会員が減少していることから、特別入会説明会（除草作業）を開催

します。60歳以上で体力に自信のある方、ぜひご参加ください。 

日時 12月 5日（水）午後 1時 30分～3時    

             ※毎月第 3金曜日にも入会説明会を開催しています。 

場所 シルバー人材センター会議室（笠間市石井 717） 

問 （公社）笠間市シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫   市立病院の臨時職員を募集します 
 
【看護助手職員】 

勤務内容  入院病棟の看護助手業務 

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）、休日はローテーションによる 

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 ホームヘルパー2級の資格の場合は 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 

雇用期間 12月 10日(月)～平成 31年 3月 31日（日） 

申込期間 11月 26日（月） 
 

【一般事務職員】 

勤務内容  電話対応や PCの入力などの一般事務 

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 880円/時間（別途通勤手当支給あり）  

資格等 特に必要ありません 

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 

雇用期間 12月 17日(月)～平成 31年 3月 31日（日） 

申込期間 11月 30日（金） 

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

  

 

 

 ⑪   第 3回  実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します 
 
 市では、市内在住で市内および市外の小中学校等に通学する小学 6年生と中学 3年生に、実

用英語技能検定受験費用の一部を助成しています。ぜひ、受験してみてください。 

検定期日 平成 31年 1月 26日（土）  集合時間：9時 試験開始：9時 30分 

検定場所    市役所 教育棟 2階会議室（笠間市中央 3-2-1）※5～2級を実施します。 

助成額 検定料から自己負担額を差し引いた額を市が負担。自己負担額は、小学6年生は5級以上

                  400円、中学3年生は3級以上700円。同一年度１回のみ助成。 

申込方法   窓口でお申し込みください。申請書と専用封筒は備え付けてありますので、検定料を

                       添えて提出してください。  

       ※市内小・中・義務教育学校に在籍する方は、直接学校へお申し込みください。 

申込期限   12月 20日（木） 

申・問    学務課（内線 379） 
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   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日からはこちらをご利用ください。 
  子ども救急電話相談 ＃8000または ℡ 03-5367-2367 
  おとな救急電話相談 ＃7119または ℡ 03-5367-2365   
    救急医療情報コントロールセンター  ℡  029-241-4199           ⑤ページ 
                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭   12月4日から10日は人権週間です 
 
1948年（昭和23年）12月10日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年12月10

日が「人権デー（Human Rights Day）」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会

では、人権デーを最終日とする12月4日から10日までを「人権週間」として各種の人権啓発活動

を行っています。 

 人権は自分と同じように他の人にもあることの理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊

かな人間関係をつくりましょう。 

【世界人権宣言 70周年】  

みんなで築こう人権の世紀  ～考えよう  相手の気持ち  未来へつなげよう 違いを認め合う心～ 

平成30年度啓発活動強調事項 

○女性の人権を守ろう 

○子どもの人権を守ろう 

○高齢者の人権を守ろう 

○障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

○部落差別等の同和問題に関する偏見や差別をなくそう 

○アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう 

○外国人の人権を尊重しよう 

○HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう 

○刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう 

○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう 

○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう 

○ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

○性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう 

○性自認を理由とする偏見や差別をなくそう 

○人身取引をなくそう 

○東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう 

問 水戸地方法務局 茨城県人権擁護委員連合会 ℡ 029-227-9919 

⑥ページ     国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。      

 

 ⑬   家屋を取り壊した時は届け出が必要です 
 
○未登記家屋を取り壊したとき 

 未登記家屋を取り壊したときは「滅失届」を提出してください。 

○登記済家屋を取り壊したとき 

 登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。 

 ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になる場合は

「滅失届」を提出してください。 

※滅失届は税務課、各支所地域課窓口にあります。 

問    税務課（内線 110） 

  

 

  

 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 

 

                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯   健康診査（11月～12月分）を実施します 
 
胃がん検診のある健康診査のお申し込みを受け付けています。あなたの健康を守るために年に

1度は健診を受けましょう。 

※40歳（昭和53年4月1日～昭和54年3月31日生）の方は、市が実施する肺がん検診、大腸がん検   

    診・胃がん検診が無料で受けられます。 

<胃がん検診のある健康診査> 

健診項目：  特定健診、生活習慣病予防検診、高齢者健診のいずれか、結核、肺がん検診、胃がん検診、  

       大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）で希望するもの。 

健診場所 健診日 受付時間 

地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 11月 18日（日） 
午前 7時～10時 30分 

（1時間毎に受付） 
笠間公民館 11月 19日（月） 

保健センター（地域医療センターかさま内） 12月 10日（月） 

※胃がん検診は、胃や腸の病気で治療中の方、手術をした方、当日の血圧が著しく高い方など受

診できない場合もあります。 

※定員となり次第、受け付けを終了します。ご連絡をいただいた時点で受け付けを終了している

場合もありますのでご了承ください。 

※上記以外の日程、胃がん検診のない健康診査（予約不要）および個人負担金等、詳細について

は保健センター年間予定表（P.1～5）をご覧ください。 

申込方法   窓口または電話でお申し込みください。 

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。 

 
 
 ⑰   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、日ごろ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 12月 13日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 30分～  

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 講話：「食育 ～食事のリズムの大切さ～」、個別相談等 

講師 管理栄養士 

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 

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 
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 ⑮   11月25日～12月1日は「犯罪被害者週間」です    
 
 あなたの思いやる心が、支援の第一歩です。 

  被害者の方は被害からの回復のために、専門的な支援を必要としています。あなたの周囲に犯

罪等の被害にあわれた方がいらっしゃいましたら、下記専門窓口を紹介してください。 

被害者やご家族のための相談窓口 

（公社）いばらき被害者支援センター       ℡ 029-232-2736 

性暴力被害者サポートネットワーク茨城    ℡ 029-350-2001   ※女性相談員が応対します。 

性犯罪被害相談「勇気の電話」                       ＃8103または  ℡ 029-301-0278 

犯罪被害者相談窓口                                           ℡ 029-301-7830（なやみゼロ） 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲   認知症カフェ 
認知症カフェは、認知症の方とそのご家族、物忘れの心配がある方、地域の方々が、気軽に参

加できる交流の場です。お茶を飲みながら、日頃の心配事や介護のことなどを自由に話したり、

認知症についての相談ができますので、お気軽にご参加ください。 

場所  日時 参加費 問  

オレンジカフェ   フライブルク 

（笠間市鯉淵 6526-19） 

毎月  第 3水曜日 

午後 2時～3時 30分 
300円 

フロイデ総合在宅サポートセンター友部 

℡  0296-73-5577 

ほっとカフェ 

（笠間市石井 32-1） 

毎月  第 3日曜日 

午後 1時～4時 
300円 

グリーンハウスケアハウスかさま 

℡  0296-70-1100 

すずらんカフェ 

（笠間市土師 1283-5） 

毎月  第 3日曜日 

午後 2時～3時 30分 
200円 

特別養護老人ホームすずらんの里内 

℡  0299-45-0555 

 

 

 ⑱   民間救急ボランティア「かさまハートサポーター：KHS」 
 
かさまハートサポーターは市民の救命率の向上を目的として地域の人々に対し、応急手当の普

及啓発活動や市内で開催する各種イベント等の応急手当部門における支援活動を行うボランテ

ィア団体です。 

活動内容  地域の人々や子どもたちへ消防隊員と一緒に応急手当の普及啓発活動や市内で開催

 するまつり、競技大会等の応急手当部門においての支援活動を行います。                  

対象 市内に在住または在勤・在学の 16歳以上で体力に自信のある方  

申込方法 市内各消防署で直接お申し込みください。 

申・問  消防本部警防課   ℡  0296-73-0119  

        友部消防署   笠間市中央 3-3-1    ℡ 0296-78-0119  

                  岩間消防署   笠間市市野谷 1542-18   ℡ 0299-45-0119  

                  HP http://www.city.kasama.lg.jp/page/dir001796.html               消防本部HP  

  

 

 ⑳   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 1月～3月の毎週金曜日 午後 1時～3時  

場所 指定通所介護センター グリーンハウスともべ（笠間市鯉淵 6269-11） 

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（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 30日（金） 

申 指定通所介護センター  グリーンハウスともべ   ℡  0296-71-2525 

問 高齢福祉課（内線 175） 

 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
⑧ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒   ナイスハートふれあいフェスティバル 2018 
 
 「障害者週間」に合わせて開催されるこのフェスティバルは、心身にハンディキャップを持っ

た方々による音楽、ダンス等の発表や作品の展示などを行います。どなたでもご自由に見学でき

ますので、ぜひお立ち寄りください。 

内容 日時 

学校教育 

の部 

発表会 12月 7日（金） 午前 9時 45分～午後 1時 10分 

美術展 12月 7日（金）～10日（月）  午前 9時～午後 4時 30分（10日は正午まで） 

一般 

の部 

発表会 12月 8日（土） 午前 11時 15分～午後 3時 

美術展 12月  6日（木）～10日（月） 午前9時30分～午後4時30分（10日は正午まで） 

模擬店 12月 8日（土） 午前 11時～午後 3時 

作品販売 
12月 7日（金） 午前 10時～午後 1時 

12月 8日（土） 午前 11時～午後 3時 

場所 茨城県立県民文化センター（水戸市千波町東久保 697） 

問 ナイスハートふれあいフェスティバル2018    運営委員会事務局  ℡  029-285-5644 

   茨城県障害者スポーツ・文化協会  ℡  029-301-3375  

  

 
 ㉓   CO₂削減 エコライフチャレンジ 2018 
 
 温暖化の主な原因である二酸化炭素（CO₂）などの温室効果ガスの排出量を削減することを目

的として、省エネ・節電に取り組む CO₂削減エコライフチャレンジ 2018を、県央地域が一体とな

って実施します。 

―   ひとり一人の取り組みが地球温暖化対策につながります   ― 

【取組方法】 

 11 月から 12 月末までの間、省エネ・節電を心がけた生活を実行することで、電気やガス、水

道、その他燃料の使用量の削減に取り組みます。 

【取組結果の報告】 

 自宅に届いた 12月分の「電気ご使用量のお知らせ」をもとに、参加申込兼報告書を窓口へ提  

     出してください。後日、参加者全員にエコバッグをプレゼントします。 

申込方法  窓口で直接お申し込みください。申込用紙は、ホームページでダウンロードできます。

申込期間 12月 18日（火）～平成 31年 1月 18日（金） 

申・問   環境保全課（内線 125） 

                   市ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/page/page009725.html 
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 ㉑   いばらき中小企業経営革新フォーラム 2018 
 
日時 11月 29日（木）午後 1時 30分～6時 

場所 茨城県民文化センター 小ホール（水戸市千波町 697） 

内容 表彰式、パネルディスカッション、参加者交流会     

             基調講演：地域の喜びが我社の喜び～好循環を生み出す四方よし経営～ 

講師 大里綜合管理㈱   代表取締役 野老
ところ

 真理子
ま り こ

さん 

対象 新たなビジネスモデル構築や経営システムの導入を考える中小企業または団体 

             経営革新計画の承認を受けた中小企業または団体 

             中小企業支援を行う団体または個人、経営革新に関心のある方 

参加費 無料 

定員 300名（先着順） 

申込方法 FAXでお申し込みください。申込用紙はホームページよりダウンロードしてください。 

申・問 茨城県中小企業団体中央会 経営支援課   TEL 029-224-8030     FAX 029-224-6446 

                 URL http://www.ibarakiken.or.jp/keieikakushin.html 

 

 

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

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉖   石の百年館「稲田石で味わうお茶講座」 
 
 石の百年館では、稲田石の石臼で挽いた茶葉でお茶を楽しむ講座を開催します。ぜひご参加く

ださい。 

日時 12月 23日（日） 午前 10時～正午 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

講師 地域おこし協力隊 河又
かわまた

  恵
けい

太
た

さん 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法   電話またはメールでお申し込みください。 

申込期限 12月 14日（金） 

問 商工観光課（内線 510） メール shoko@city.kasama.lg.jp 

 ㉔   笠間の家ワークショップ「クッキー型をつくる」 
 
 昨年12月に開催し、大人気だったワークショップです。ぜひこの機会に、世界に1つだけのオ

リジナルクッキー型を作ってみませんか。 

日時 12月 2日（日）、4日（火）  各日：午前 10時～11時、午後 1時 30分～2時 30分 

場所 笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

内容 オリジナルクッキー型（ステンレス製）を作ります。原寸大（外周 28cm以内）で作り た  

             い形を紙に描いてお持ちください。 

講師 金属作家 佐々倉
さ さ く ら

 文
あや

さん 

参加費 2,000円（材料費、飲み物代込み） 

定員 各回 6名（先着順） 

申込方法   電話でお申し込みください。 

申込期限   空きがあれば当日まで可能 

申・問   笠間の家  ℡ 0296-73-5521 

 

 

                             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。） 

 

 ㉕   第 18回 歌声広場 ～大きな声で一緒に歌いましょう～ 
 
 ギター、ウクレレ、フルートの伴奏に合わせて童謡唄歌、昭和歌謡、懐メロ、抒情歌、フォー

クソング、ポピュラーなどみんなと一緒に大きな声で歌いませんか。歌が好きな仲間と明るく楽

しい時間を過ごして、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

 事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。 

日時 12月 11日（火） 午後 1時 30分～3時 

場所 市民センターいわま   3階  大会議室（笠間市下郷 5140） 

内容 演奏者：ボランティア演奏グループ「ローサス」 

参加費 無料 

対象 シニア 

持ち物 上履き、飲み物 

問 吉澤
よしざわ

 ℡ 0296-77-2402 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗   かさま手作りフェスタ winter in あたご 
 
 クリスマスをテーマにしたワークショップ、マルシェ、妊婦さんや赤ちゃんも一緒に楽しめる

コーナーもあります。ご家族皆さんで遊びに来てください。 

日時 12月 1日（土）  午前 10時～午後 4時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」 （笠間市下郷 4438-7） 

参加費 無料 

●体験教室 事前申し込みが必要です。 

内容 日時 参加費 定員 対象 

ほうじ茶、玄米茶 

をつくる 

①午前 10時～11時 

②午前 11時～正午 
1組 1,000円 

各回 

6組 
どなたでも 

クリスマスアイシング 

クッキーをつくろう 
午前 10時～正午 2,500円 16名 小学生以上 

手作り石けん教室 

（お正月石けん） 
午前 10時～正午 3,500円 12名 小学生以上 

親子でブッシュド 

ノエルをつくろう 

午後 1時 

～3時 30分 
1組 3,000円 8組 小学生以上 

マタニティヨガ 午前 10時～正午 1,000円 10名 16週以上の方 

ベビーマッサージ 午後 1時～3時   1組 1,000円 10組 3～７か月の赤ちゃん 

申込方法 予約専用サイトでお申し込みください。 

申・問   かさま手作りフェスタ運営委員会 ℡  0296-73-6522 

    https://ameblo.jp/kasama-hanmade/entry-12411604307.html 

※かさま手作りフェスタは、まちづくり市民活動助成金を活用して実施しています。 

                                      

 

 
  小中学生の登下校の見守りをお願いします。     ⑪ページ   
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 ㉙   3 B
さんびー

体操クラブ体験教室 
 
友部公民館で活動している、3B体操クラブ体験教室の参加者を募集します。ボール、ベル、ベ

ルターの 3つの道具を使用し、音楽に合わせて楽しくリズムカルに体を動かす健康体操です。無

料で体験できますので、ぜひ見学にお越しください。 

日時 毎月第 1・3金曜日 午後 7時～9時 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

講師 小高
こ だ か

 順子
じゅんこ

さん 

問    稲野辺
い な の べ

 住江
す み え

 ℡ 0296-77-2579 

 

  

 

 ㉘    東京ディズニーランド・バスツアー 
 
 いこいの家はなさかで、東京ディズニーランドツアーを実施します。冬の思い出に、ぜひご

参加ください。 

日時 12月 9日（日） 出発：午前 7時 30分  帰着：午後 10時 30分 

対象 市内に在住、在勤、在学の方 

定員 45人（先着順） 

参加費 18歳以上10,800円、12～17歳9,000円、4～11歳7,500円、チケットをお持ちの方は4,000円 

申込方法 申込書に代金を添えて窓口で直接お申し込みください。 

     ※ドリンク 1本、はなさか入浴券をプレゼントします。 

申込期限 11月 29日（木） 

申・問  いこいの家  はなさか（笠間市橋爪 586-4）℡   0296-77-5110 

     HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉚   ジャワ島のガムラン    

         ～インドネシアの音楽を聴いてみよう&触れてみよう！  
 
 インドネシア・ジャワ島の音楽を広く地域の人や子供たちに届けたいという思いから、コンサ

ートを開催します。ぜひこの機会に南国インドネシアの音楽をお楽しみください。 

日時 平成 31年 2月 17日（日） 開場：午後 2時 30分  開演：午後 3時 

場所 地域交流センターともべ      （笠間市友部駅前 1-10） 

内容 出演：Gamelan
ガ ム ラ ン

 Universe
ユ ニ バ ー ス

 

参加費  前売券：大人 1,500円、小中学生 500円  当日券：大人 2,000円、小中学生 700円 

    ※乳幼児は無料です。 

定員 135名 

申込方法 窓口にてチケットを購入してください。 
申込期限 席があれば当日でも参加可能 

申・問 地域交流センターともべ     ℡ 0296-71-6637  

 

 

                 お詫びと訂正                                      
 

平成 30年 10月 25日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P8「⑱笠間市職員採用試験を実施

します」の記事内に誤りがありました。読者の皆様および、関係各位にお詫び申し上げ、訂正い

たします。また、同記事にてお知らせしました、事務職：障がい者対象の受験資格要件を一部変

更しましたので、詳細はホームページにてご確認ください。 

【誤】職種 専門職 ③社会福祉士・主任介護支援専門員 

【正】職種 専門職 ③社会福祉士・介護支援専門員 

問 秘書課  人事給与グループ（内線 554）     

⑫ページ  【回覧】 次号は 11月 15日発行  第 30-23号 

 

 ㉛   森林・林業公開講座 
 
日時 11月 29日（木）午後 1時 45分～4時 30分 受付：午後 1時 15分～ 

場所 友部公民館 大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 講演：木を発酵して香り豊かなアルコールができました 

   講師：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 大塚
おおつか

 祐
ゆう

一郎
いちろう

さん 

研究発表：ヒノキ人工林において、除伐作業の方法が林分組成に及ぼす影響 

定員 70名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。 

申込期限 11月 27日（火） 

申・問   関東森林管理局 森林技術・支援センター（担当：益子、中山） ℡ 0296-72-1146  

                   FAX  0296-72-1842  メール   ks_kasama_postmaster@maff.go.jp 

 

 

 


