
■  お知らせ 

①  市・県民税申告（確定申告）の会場集約に 

      係る説明会を開催します 

②  年末年始のごみ収集、し尿汲み取り・浄化槽 

      清掃にご注意ください 

③  平成 30年度   笠間市成人式を開催します    

④  笠間市新年賀詞交歓会の一般参加者を募集します 

⑤  不動産公売に参加してみませんか 

⑥  あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を 

      募集します 

⑦  公立保育所の臨時保育士を募集します 

⑧  特設無料人権相談を開設します 

⑨  北朝鮮当局による人権侵害問題に対する 

      認識を深めましょう 

⑩  毎月第 4土曜日はカサマルシェを開催します 

 

■  趣味・体験 

⑪  まちづくり出前講座 

⑫  もの忘れ相談会 

 

⑬  あたまとからだのパワーアップ教室 

⑭  シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会  

⑮  ゆかいふれあいセンター健康体操教室 

⑯  第 13回  笠間市ふれあい作品展   

⑰  笠間市児童館「科学遊び」 

⑱  カサマルシェ   コラボ企画 

     「旬の野菜を使った 料理教室」 

⑲  メリー・クリスマス・ゴーラウンド 

⑳  地域交流センターともべ   フリーマーケット 

㉑  笠間の家ワークショップ  

     「日本茶を知る。ブレンドを楽しむ。」 

㉒  トーク付企画上映会 

     「シネマ狂想曲～名古屋映画館革命～」 

㉓  第10回カンターレ・オカリーナ第九コンサート 

㉔  出会いパーティー 

 

■  お詫びと訂正 
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 ① 市・県民税申告（確定申告）の会場集約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 10ページ(A3…2枚、A4…1枚) ①ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 年末年始のごみ収集、し尿汲み取り・浄化槽清掃にご注意ください 
 
【笠間地区】※ ○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。 

 12月29日

（土） 

12月30日

（日） 

12月31日

（月） 

1月1日 

（火） 

1月2日 

（水） 

1月3日 

（木） 

1月4日 

（金） 

可燃ごみ収集 ○  ○ 
休み 

4日に振替 

休み 

5日に振替 

休み 

7日に振替 
○ 

不燃・資源 

ごみ収集 
○  

休み 

※24日分の

   振替なし 

休み 

8日に振替 

休み 

9日に振替 

休み 

10日に振替 
○ 

家庭ごみ持込 ○       

事業系ごみ持込 ○  休み 休み 休み 休み ○ 

し尿汲み取り・

浄化槽清掃 
  休み 休み 休み 休み 休み 

・ 1月 1日（火）～1月 3日（木）のごみ収集は休みとなります。 

・不燃ごみ・資源物収集は、1月 1日（火）分を 8日（火）に、1月 2日（水）分を 9日（水）

に、1月 3日（木）分を 10日（木）に振替収集を行います。なお、12月 24日（月）の振替収

集は行いません。 

・エコフロンティアかさまに、家庭ごみを持ちこめる年内の最終日は 12月 29日（土）です。大変な

混雑が予想されますので、地域の集積所を利用するなど、計画的なごみ出しをお願いします。 

・し尿汲み取り・浄化槽清掃は、12月 29日（土）～1月 6日（日）が休みとなります。年末の

 汲み取りはお早目にお申し込みください。 
 
【友部・岩間地区】※ ○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。 

 12月29日

（土） 

12月30日

（日） 

12月31日

（月） 

1月1日 

（火） 

1月2日 

（水） 

1月3日 

（木） 

1月4日 

（金） 

ごみ収集   ○ 休み 休み 休み ○ 

ごみ持込 ○   休み 休み 休み ○ 

し尿汲み取り・

浄化槽清掃 
   休み 休み 休み 休み 

・ 1月 1日（火）～3日（木）のごみ収集は休みとなります。 

・ 環境センターに、家庭ごみを持ちこめる年内の最終日は、12月 29日（土）です。12月 30日（日）

～1月 3日（水）の環境センターへのごみ持ち込みは出来ません。ごみ持ち込みは年末年始に大

変混み合いますので、必要最小限の利用としていただきますようお願いします。 

・し尿汲み取り・浄化槽清掃は、12月 29日（土）～1月 6日（日）が休みとなります。年末の

 汲み取りはお早目にお申し込みください。 

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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③  平成 30年度   笠間市成人式を開催します   
 
日時 平成 31年 1月 13日（日）  開場：午前 9時～ 式典：午前 10時～11時 30分 

   写真撮影：午前 11時 30分～午後 0時 30分 

   ※時間は多少前後する恐れがあります。 

場所 笠間市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

対象 平成 10年 4月 2日～平成 11年 4月 1日生まれの方 

※平成 30年 10月 31日現在で笠間市に住民登録されている対象の方に、12月上旬に案内 

状を郵送します。 

※平成 30年 11月 1日以降笠間市に転入した方で、笠間市成人式に参加希望の方、および 

進学・就職等により現在笠間市にお住まいでない方も参加できますので、氏名・住所等 

を生涯学習課までご連絡ください。 

問 生涯学習課（内線 385） 

 

  ④ 笠間市新年賀詞交歓会の一般参加者を募集します 
 
 平成 31年の輝かしい年の初めに、まちづくりの第一線で活躍する方が一堂に会し新年の抱負、

目標などを交歓し、懇親を深める笠間市新年賀詞交歓会の一般参加者を募集します。 

日時 平成 31年 1月 4日（金） 受付：午後 3時 50分～ 賀詞交歓会：午後 5時 30分～ 

   ※午後 4時 30分から笠間市表彰式を行います。 

場所 宍戸ヒルズカントリークラブ クラブハウス（笠間市南小泉 1340） 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 3,000円 

申込方法 はがきに住所、氏名、性別、電話番号、賀詞交歓会参加希望と明記のうえ、お申し 

込みください。 

申込期限 12月 14日（金） 

申・問 秘書課（内線 224） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

 

 

 

 ⑤ 不動産公売に参加してみませんか 
 
 茨城租税債権管理機構では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。 

日時 平成 31年 2月 5日（火）  午後 0時 50分～ 

場所 水戸合同庁舎 2階  大会議室（水戸市柵町 1-3-1） 

公売不動産  

売却区

分番号 
所在地 地目 地積（㎡） 見積価格 公売保証金 

30-205 笠間市随分附字上田 1255-1 田 924 100,000円 10,000円 

※  農地につき買受適格証明書の提出を要します。 

※  公売は事情により中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 

※  公売不動産等の詳細については、市役所収税課で公売広報を無料で配布していますので、そち

      らをご覧ください。またホームページでも、詳しい内容をご覧いたただけます。 

問 茨城租税債権管理機構 ℡ 029-225-1221  ホームページ   http://www.ibaraki-sozei.jp/ 

平成  30年  11月  22日 第  30‐ 24  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。   ③ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 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  2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     〒309-161 1   笠間市笠間 1357-1 ℡ 0296-72-9222  

 

  ⑦ 公立保育所の臨時保育士を募集します 
 
勤務場所 公立保育所（くるす、ともべ保育所） 

                      ※勤務場所、勤務時間は相談のうえ決定します。  

雇用期間 平成 31 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（更新可） 

勤務時間 午前 7時 30分～午後 7時 15分のうち 7時間 30分以内（シフト制） 

募集人数     9名 

賃金 1,100円/時間（通勤距離に応じ交通費を支給します。） 

資格等 保育士資格 

申込方法 市販の履歴書（写真貼付）と保育士証の写しを本人が直接持参してください。 

     ※履歴書等は返却しませんので、ご了承ください。 

申込期限 12 月 14 日（金） 

申・問 子ども福祉課（内線 162） 

 
 

 
④ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう  
 
 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ

北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成 18年 6

月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国

及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年 12 月 10 日から同月 16 日までを「北朝

鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされています。 

問 政府拉致問題対策本部ホームページ http://www.rachi.go.jp 

 

 

 ⑧ 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、お気軽にご相談ください。 

【弁護士相談について】 

午後１時から弁護士も参ります。相談時間は 1 件 30 分以内です。相談される方は、午前の部で

人権擁護委員と内容を整理したうえでお願いします。 

日時 12月 19日（水）午前 10時～午後 3時   最終受け付け：午後 2時 30分 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

問 社会福祉課（内線 157） 

 ⑩ 毎月第 4土曜日はカサマルシェを開催します 
 
季節ならではの笠間の農畜産物などを、より多くの方に届けたいという気持ちから始まったカ

サマルシェ。地元のこだわり農産物や人気の加工品、お惣菜がそろいます。生産者の顔が見える

直売マルシェに、どうぞお越しください。 

日時 12月 22日（土） 午前 9時～正午（雨天決行） 

場所 友部公民館 前庭（笠間市中央 3-3-6）※駐車場は公民館裏駐車場等をご利用ください。 

問 笠間アグリビジネスネットワーク協議会事務局 農政課内（内線 528） 

平成  30年  11月  22日 第  30‐ 24  号 

 ⑪ まちづくり出前講座 
 
 まちづくり出前講座は、講師が地域へ出向いて講座を開催するものです。身近な問題から専門

的な講座まで、楽しく学べるメニューをたくさん用意しています。学びたい講座を選んでいただ

き、地域、団体、グループの学習会などにお役立てください。 

内容  【市民編】  市民の皆さんが講師となり知識や経験を活かした講座                                                

              【行政編】  市職員が講師となり、行政の取り組みなどについてお話しする講座 

                ※講座内容は図書館や公民館などの公共施設のほか、市のホームペー ジでご 覧いただけます。 

対象 市内に在住、通勤、通学している方で、5人以上で構成されたグループ。 

受講料 無料  ※講座に必要な材料等がある場合は、実費負担 

○ 個人の特技を活かした講座や企業ならではの講座を随時募集。皆さんの知識や経験を活かして  

     無償で講座を開講していただける方のご応募をお待ちしています。 

問 市民活動課（内線 133）    HP  http://www.city.kasama.lg.jp/page/page001956.html 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。       ⑤ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ もの忘れ相談会 
 
 相談会では、物忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り

事に対し、経験豊富な専門職員が対応します。ご本人はもちろん、ご家族からの相談にも応じま

すので、お気軽にお申し込みください。 

日時 12月 14日（金）午後 2時～4時  

場所 地域医療センターかさま内 地域包括支援センター（笠間市南友部 1966-1） 

内容 認知症疾患医療センター 石崎病院 精神保健福祉士、地域包括支援センター職員 

   との面接による個別相談（1組につき 1時間程度） 

対象 市内在住の方 

定員 先着 2名 

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 12月 10日（月） 

申・問 地域包括支援センター ℡  0296-78-5871 

 

  ⑬ あたまとからだのパワーアップ教室 
 
 もの忘れが気になる方に、認知機能の向上につながるよう頭の体操や運動などを行う教室で

す。ぜひご参加ください。 

日時 平成 31年 1月 16日（水）～3月 27日（水）  ※ 毎週水曜日、全 11回 

             午後 1時 30分～3時 30分（初回と最終回は午後 4時終了）受付：午後 1時～  

場所 地域医療センターかさま（笠間市南友部 1966-1） 

内容 頭の体操、有酸素運動、二重課題トレーニング（例：足踏みをしながら足し算をするなど）等 

             ※初回と最終回に体力測定・認知機能検査を行います。 

講師 筑波大学 大蔵研究室 

対象 笠間市在住の 65歳以上の方で、医師から運動を制限されていない方（介護保険認定者を除く） 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 12月 19日（水） 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 

  
     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 

 

  ⑥ページ     「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会 
 
 市では、高齢者の健康維持と介護予防を目的としたシルバーリハビリ体操を広く普及するため、

3級指導士の養成講習会を開催します。資格を取得して、一緒に活動しませんか。 

日時 場所 

平成31年1月17日（木） 午前9時30分～午後3時45分 茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町993-2） 

平成31年1月24日（木） 午前9時45分～午後3時45分 

地域交流センターいわま（笠間市下郷4438-7） 

平成31年1月31日（木） 

 午前 10時～午後 3時 45分 
平成 31 年  2月7日（木） 

平成31年2月14日（木） 

平成31年2月21日（木） 

内容 シルバーリハビリ体操の実技、筋肉や骨などの解剖運動学の講義 

対象 笠間市民で、常勤の職をもっていないおおむね 60歳以上で講習会全日程終了後に、体操  

             普及のボランティア活動ができる方 

定員 20人（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 平成 31年 1月 4日（金） 

申・問  地域包括支援センター（笠間市南友部 1966-1） ℡  0296-78-5871 

 

 

 
 ⑮ ゆかいふれあいセンター健康体操教室 
 
 運動不足は生活習慣病の原因のひとつです。体を動かすことを習慣化し、健康な体をつくりましょう。 

日時  平成 31年 1月 9日（水）～3月 20日（水） 毎週水曜日（全 11回） 

              午前 10時 15分～11時 45分  

場所 ゆかいふれあいセンター（笠間市長兎路仁古田入会地 1-171） 

内容 バランスエクササイズ、筋力トレーニング、シェイプアップトレーニング等 

             ※初日と最終日に計測と体力測定を実施します。 

講師 健康運動指導士 照沼
てるぬま

 宏邦
ひろくに

さん 

対象 市内在住の 30～64歳の方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  無料 

申込方法  窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限  12月 21日（金） 

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。 

平成  30年  11月  22日 第  30‐ 24  号 

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           ⑦ページ 
                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ カサマルシェ   コラボ企画「旬の野菜を使った 料理教室」 
 
 友部公民館で開催されるカサマルシェの商品を使った料理教室を開催します。旬の野菜を美味

しく楽しくクッキングしましょう。 

日時 12月 22日（土） 午前 9時～10時 

場所 友部公民館 2階 調理室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 彩り野菜のカップケーキと栗のオムレット 

講師     食生活アドバイザー 坂部
さ か べ

 幸子
ゆ き こ

さん 

定員  15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  500円（材料費）※当日徴収します。 

持ち物 エプロン、三角巾、ふきん等 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 12月 17日（月） 

申・問 農政課 (内線 528) 

 

 

 

 ⑰ 笠間市児童館「科学遊び」 
 
  講師の先生を招いてみんなで楽しくお正月飾り、コマを作ります。 

日時 12月 9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） 

講師 出前講師 西澤
にしざわ

 久
ひさ

恵
え

さん 

対象     小学生以上 

参加費 50円（材料費）  

定員 先着 16名 

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 12月 1日（土）～8日（土） 

申・問  笠間市児童館 ℡  0296-77-8340 

 

 

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。 

 

 ⑯ 第 13回  笠間市ふれあい作品展 
 
 障がいを克服し、創作活動を通して自立に励んでいる方々の作品を展示しています。お誘いあ

わせのうえ、ご来場ください。 

展示期間 11月 30日（金）～12月 10日（月） 

展示会場 市民センターいわま 2階 会議室前（笠間市下郷 5140） 

展示作品 絵画、デザイン、書道、写真、陶芸、手芸など 

※12月 3日（月）～9日（日）は障がい者週間です。   

問 岩間支所福祉課（内線 73171） 
 

 

 

 

  

 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 

 

                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 笠間の家ワークショップ「日本茶を知る。ブレンドを楽しむ。」 
 
 笠間で活躍する若手陶芸作家さんの茶器を使った日本茶ワークショップを開催します。 

日時 平成 31年 1月 20日（日）   午前 10時～正午 

場所 笠間の家（笠間市下市毛 79-9） 

講師 恵
めぐみ

茶房
さ ぼ う

    河又
かわまた

   恵
けい

太
た

さん  

参加費 3,500円（茶葉と茶器込み） 

定員 各回 10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 

 

 

 ⑲ メリー・クリスマス・ゴーラウンド 
 
 海外から来た英語の先生と一緒に遊んで、クリスマスパーティーを楽しみましょう。クリスマ

スの絵本の読み聞かせやクラフト、ゲームのコーナーを回ってスタンプを集めましょう。 

日時  12月 22日（土）    午後 2時～  3  時 30分  受け付け：午後 1時 30分 

場所  地域交流センターともべ      マルチホール（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   ディーン・バナスザラゴザさん、ローラ・テイラーさん、グラム・イーストンさん          

対象  市内在住園児、小学生（未就学児は保護者の同伴が必要） 

定員  60名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   窓口で直接、または電話、メールで氏名（保護者含む）、年齢、電話番号をお知らせ 

                       ください。 

申込期限   12月 21日（金） 

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

       

 

平成  30年  11月  22日 第  30‐ 24  号 

 ⑳ 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の出店、昔懐かしいレコードを聴き楽しむレコードカフェがあります。

また、出店者も随時募集しています。 

 今月は、クリスマス感謝イベントも開催します。素敵な景品も用意しています。 

日時 12月 23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 

       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。）     ⑨ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ 出会いパーティー 
 

日時 場所 申込期限 

12月 16日（日）午後 1時 30分～4時 

受け付け：午後 1時 15分 

結城市民文化センターアクロス 

（結城市中央町 2-2） 
12月 13日（木） 

12月 24日（月）午後 1時 30分～4時 

受け付け：午後 1時 

古河市とねミドリ館 

（古河市前林 1953-1） 
12月 21日（金） 

対象  Aコース：独身男女 、45歳以下の方  Bコース：独身男女 、45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・問  NPO法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085  

           メール  info@bell-support.net   HP   http://www.bell-support.net 

 

 
                     お詫びと訂正                   
 

 平成 30 年 11 月 8 日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P4「⑩放課後児童クラブ冬休み

一時入所を受け付けます」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。 

【誤】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。 

【正】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 7日（月）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。 

問 子ども福祉課（内線 164） 

 ㉓ 第 10回  カンターレ・オカリーナ第九コンサート 
 
日時 12月 21日（金）開演：午後 1時 30分～3時 30分 開場：午後 1時 

場所 笠間公民館   大ホール（笠間市石井 2068-1） 

入場料 無料   

主催 オカリーナで第九を吹く会 

問  海老沢
え び さ わ

 まさ子 ℡  0296-72-3008 

⑩ページ        【回覧】 次号は 12月 6日発行  第 30-25号 

 

 ㉒ トーク付企画上映会「シネマ狂想曲～名古屋映画館革命～」 
  

日時 トーク内容 

12月 9日（日） 

午前 10時 「映画で映画館を盛り上げる方法」 

午後 2時 30分 「好きなことだけで人生を過ごすこと」 

午後 7時 「映像文化 VHS を保護すること」 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10 ）  

講師 シネマスコーレ   坪井
つ ぼ い

 篤史
あ つ し

さん 

参加費 前売券  大人：1,000円、小中学生: 500円 当日券   大人：1,200円、小中学生:  700円  

    ※乳幼児は無料です。 

定員 各回 135名 

申込方法  窓口で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 


