
 
   ■   お知らせ 
   ①   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 
   ②   エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
   ③   デマンドタクシーかさま連休日前後の 
          予約にご注意ください 
   ④   特設無料人権相談を開設します 

   ⑤   中小企業事業資金利子補給金の申請を 

          受け付けます 

   ⑥   県立中央病院ボランティアを募集します 

  ⑦  「茨城国際音楽アカデミーinかさま」 

          サポートスタッフを募集します 

  ■   趣味・体験   
 ⑧   つるし雛展 

 ⑨   六所神社「節分祭」 

 ⑩   第 5回日本ジオパークネットワーク 

      関東大会 in筑波山地域 基調講演 

 ⑪   イングリッシュ・スペース 
 ⑫   認知症サポーター養成講座 

 ⑬   認知症フォーラム in水戸 

 ⑭   岩間公民館講座 
 ⑮  「かさま環境を考える会」視察研修会 
 ⑯  「ごみを考える会」視察研修 

 ⑰   茨城県歯科医学会「県民公開講座」 
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 ① 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（入館受け付けは午後 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 

※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 「ARTと EAT 食にまつわる美術のはなし」/「写真公募展 2019【食】」（3月17日（日）まで） 

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） 

 

  ② 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   1月 31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  

        ・廃棄物の受入 

       (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問   環境保全課（内線  127） 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 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 2月 5日（火）午前 10時～午後 3時   最終受け付け：午後 2時 30分 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

問 社会福祉課（内線  157） 

 ③ デマンドタクシーかさま連休日前後の予約にご注意ください 
 
予約受け付けは、利用を希望する日の運休日を除く 2日前から、希望する運行時刻の 30分前ま

でです。連休日前後は大変混み合いますので、時間に余裕をもった事前の予約をおすすめします。  

受付時間   運行日の午前 8時 15分～午後 5時 

       ※8時 15分便の当日予約はできません。 

運行日 月曜日～土曜日（日曜・祝日を除く） 

デマンドタクシーかさま予約センター  ℡   0296-70-9000  

※おかけ間違いのないようご注意ください。  

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532      企画政策課(内線  555) 

 

 ⑤ 中小企業事業資金利子補給金の申請を受け付けます 
 
 市では、中小企業の振興を図るため、笠間市融資制度（自治金融・振興金融）を利用している

事業者に対して、支払利子の一部を補給金として交付します。対象となる方には、1 月下旬に通

知を発送しますので申請してください。 

 日時 場所 

第

一

回 

2月    7日（木） 

午前 9時 

～午後 5時 

市民センターいわま   1階ロビー（笠間市下郷 5140） 

2月    8日（金） 市役所本所   1階  商工観光課（笠間市中央 3-2-1） 

2月 12日（火） 市役所笠間支所  2階  大会議室（笠間市笠間 1532） 

第

二

回 

2月 26日（火） 

市役所本所   1階  商工観光課（笠間市中央 3-2-1） 2月 27日（水） 

2月 28日（木） 

必要書類 利子補給金交付申請書、納税証明書 

※ 対象でない方、また対象者であっても申請がない場合や市税に未納がある場合などは、利子補

     給金は交付できません。 

※  3月 1日（金）以降は、いかなる理由でも利子補給金の交付申請はお受けできませんので、ご

     了承ください。 

問 商工観光課（内線 510） 

 
 ⑥ 県立中央病院ボランティアを募集します 
 
 患者さんのサポート活動をしてくださる院内ボランティアを募集しています。交通費やボラン

ティア活動保険を含めて全て自己負担となります。 

日時 月曜日～金曜日（ただし祝祭日および年末年始 12月 29日～1月 3日を除く） 

      外来ホール：午前 8時 30分～11時 30分    緩和ケア病棟：午後 1時～3時  

場所 県立中央病院（笠間市鯉淵 6528）                        HP 

申込方法   FAXまたは郵送でお申し込みください。（詳細はホームページをご覧ください。） 

申・問  県立中央病院  緩和ケアセンター担当 鯉沼  

          ℡ 0296-77-1121 FAX 0296-78-5421   〒309-1793 笠間市鯉渕 6528 

 

                   

 

 

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 「茨城国際音楽アカデミーinかさま」サポートスタッフを募集します 
 
 茨城国際音楽アカデミーinかさま友の会では、アカデミーを支援し、運営にご協力いただける

サポートスタッフ（ボランティア）を募集します。 

 これまで、市民の皆さんに最高級の音楽に触れる機会を提供してきた茨城国際音楽アカデミー

inかさまは、今期第 15回をもちまして終了することとなりました。最後のアカデミーを盛り上

げるため、多くの皆さんの応募をお待ちしています。 

活動期間   3月 21日（木・祝）～28日（木）の 8日間     午前 9時～午後 7時 15分（予定）  

場所 茨城県教育研修センター（笠間市平町 1410）   笠間公民館（笠間市石井 2068-1）ほか 

参加資格 16歳以上で意欲旺盛な方。ただし、18歳未満は保護者の同意、署名が必要です。  

申込方法 窓口で直接または郵送、メールまたは FAXにてお申し込みください。なお、FAXで申し

                      込む場合は着信確認の電話をお願いします。 

     ※申込用紙は、市ホームページからダウンロードするか、電話等により請求してください。 

申込期限  2月 15日（金） 

その他 ・3月上旬に説明会を開催予定です。2月中旬頃にお知らせします。 

    ・交通費、日当の支給はありません。 

    ・業務時間により、昼食または夕食を用意します。 

申・問  茨城国際音楽アカデミーinかさま友の会 事務局  生涯学習課内（内線 381） 

                  FAX 0296-71-3220 メール gakushu@city.kasama.lg.jp      

                  〒 309-1792 笠間市中央 3-2-1   

                      

   
 ⑧ つるし雛展 
 
 雛祭りの時期に合わせてつるし雛展を行います。土・日のみ手作り品の販売、ワークショップ、

かたりべ、花の展示等のイベントを企画しています。皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時  2月2日(土)～3月3日(日)  午前9時30分～午後4時 ※月曜日休館（祝日の場合は翌日が休館） 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987）    

問  こっとんクラブ花 いちもんめ   安藤     ℡ 0296-72-2126 

 
 ⑨ 六所神社「節分祭」 
 
 節分祭は、立春の前日に災厄をはらい、一年の無病息災を祈願する伝統行事です。ぜひ皆さん

でお出かけください。 

日時 2月 3日(日)  午後 4時～5時頃  

場所 六所神社境内 特設会場  (笠間市下郷 4384) 

問    事務局    成田
な り た

 英光
ひでみつ

     ℡   070-5555-5445   小林
こばやし

 道雄
み ち お

 ℡  0299-45-8366 

  

 
 ⑩   第 5回  日本ジオパークネットワーク 

        関東大会 in筑波山地域   基調講演 
 

第 5回日本ジオパークネットワーク関東大会 in筑波山地域の開催に伴い、日本ジオパーク委

員会の委員長  中田
なかだ

 節也
せつや

さんによる基調講演を行います。環境保全や郷土学習、地域振興にも役

立つジオパークを知る絶好の機会です。また、会場では、ジオ学習教育ポスターの展示やジオカフェ

が開催されます。申し込みは不要です。皆さんのご参加をお待ちしています。 

日時  2月 2日（土）   午後 3時～4時 15分 

場所 つくばカピオホール（つくば市竹園 1-10-1） 

内容 基調講演「関東地域のジオパークに期待すること」 

定員 380 名 

問 筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局  商工観光課（内線  516） 

           

 

 
     小中学生の登下校の見守りをお願いします。      ③ページ  
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 ⑪ 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  2月 5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 ジョセフ・ハインリックさん、ジリアン・ヘーゼルさん 

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  2月 4日（月） 

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

       

  ⑫ 認知症サポーター養成講座 
 
 「認知症サポーター」は認知症について正しく理解し、認知症の方や家族に対して温かい目で

見守る応援者です。笠間市では 3,000人以上の方がこの講座を受講しています。ぜひこの機会に

認知症について理解を深めませんか。 

日時 2月 7日（木）    午後 1時 30分～3時 受け付け：午後 1時～ 

場所 地域医療センターかさま 行政棟（笠間市南友部 1966-1） 

講師 茨城県認知症介護アドバイザー（キャラバンメイト） 

内容 認知症についての講話、寸劇など 

対象 市内在住の方 

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 2月１日（金） 

申・問 地域包括支援センター ℡  0296-78-5871 

 ⑬ 認知症フォーラム in水戸 
 
 認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。私たちが日々できる認知症の予防について学びま

しょう。お申し込みは不要です。  

日時  2月 3日（日） 午後 1時 30分～3時  開場：午後 1時 

場所 茨城県メディカルセンター（水戸市笠原町 489-4） 

内容 ・ 認知症を予防しよう！―筑波大学付属病院認知力アップデイケアの取り組み― 

        講師：筑波大学付属病院  臨床心理士 金田
か ね だ

 裕子
ひ ろ こ

さん 

             ・今日から始める認知症予防 

        講師：横浜総合病院  臨床研究センター  センター長 長田
な が た

 乾
けん

さん 

参加費 無料 

定員 500名 

問    エーザイ株式会社 (担当 海老原) ℡ 090-7003-2302 

  

 
広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    

④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/                 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 岩間公民館講座 
 
○折り紙でお雛様を作ってみよう 

日時 2月 10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 

内容 
お子さんやお知り合いの方々と一緒に、折り紙でお雛様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。 

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 

申込期限 2月 3日（日） 
 
○女性学級 

 第 1回 第 2回 

日時 2月 14日（木）午後 1時 30分～3時 30分 2月 21日（木）午前 8時～午後 4時 30分 

場所 岩間公民館    視聴覚室 集合場所：市民センターいわま  1階ロビー 

内容 

医師による講話 

女性の病気の予防、健康維持について 

（ほかに風疹など） 

バスによる移動学習 

女流文学者（樋口一葉、林芙美子）の生活 

や生涯についての軌跡をたどります。 

行き先：東京都台東区ほか 

参加費：1,400円（高速代、入館料、駐車場代） 

対象 市内在住または在勤の成人女性（男性も可） 

定員 25名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 
600円（初回に 2回分を一括納入していただきます） 

 ※資料代、移動学習等の負担金は別途負担となります。 

申込期限 1月 30日（水） 
 
○スマホ教室：スマホを活用しよう 

 第 1回 第 2回 

日時 2月15日（金）午後1時30分～3時30分 2月22日（金）午後1時30分～3時30分 

場所 市民センターいわま  2階  会議室 

内容 

<まず最初に> 

スマホを安全に使用する方法やインターネ

ットサイトのアカウント登録、検索につい

て学びます。 

<できると便利> 

インターネット通販サイトの検索や購入、

配達の設定について学びます。 

 

対象 市内在住または在勤の方でスマホをお持ちの方（スマホの貸し出しはありません。） 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 
600円（初回に 2回分を一括納入していただきます） 

 ※資料代等の負担金は別途負担となります。 

申込期限 1月 30日（水） 

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  岩間公民館 笠間市下郷 5139-1   ℡ 0299-45-2080（月曜日休館） 

 

   小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。   ⑤ページ 
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 ⑰ 茨城県歯科医学会「県民公開講座」 
 
日時  2月 3日（日）   午前 10時～ 

場所 水戸プラザホテル（水戸市千波町 2078-1） 

内容 【午前 10時～正午】 

   ・「夢」実現に向けての事前準備！～可能性は無限大～  

     講師：岩手県スポーツ振興課  主任主査 

          アルベールビルオリンピック ノルディック複合 団体金メダリスト  三ヶ田
み か た

 礼
れい

一
いち

さん 

     【午後 1時 30分～3時 30分】 

   ・なぜ老いる？ならば上手に老いるには－健康長寿  鍵は“フレイル・オーラルフレイル”予防－ 

                 講師：東京大学 高齢社会総合研究機構 教授   飯島
いいじま

 勝
かつ

矢
や

さん 

参加費 無料 

定員 各回 100名 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 定員になり次第締め切り 

申・問   （公社）茨城県歯科医師会 ℡  029-252-2561 

  

 

 ⑮ 「かさま環境を考える会」視察研修会 
 
環境問題に先進的に取り組んでいる施設を見学してみませんか。ふるってご参加ください。 

日時 2月 15日（金） 集合：午前 8時 20分  出発：午前 8時 30分  帰着予定：午後 4時 

場所 集合場所：笠間市役所本所  駐車場（笠間市中央 3-2-1） 

             研修先：かみす洋上風力発電所（神栖市南浜 3-226） 

       ジャパンテック㈱東日本 PETボトル MRセンター（笠間市長兎路 1001） 

定員 40名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 200円（高速道路代等） 

その他 各自、防寒に配慮してください 

※昼食場所は、友部サービスエリアとなります。各自負担でお願いします。  

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 2月 1日（金） 

申・問 環境保全課（内線  125） 

 
 ⑯ 「ごみを考える会」視察研修 
 
 ごみを考える会では、キヤノン製品（コピー機やプリンター、トナーカートリッジ等）のリユー

ス（再使用）、リサイクル（再資源化）などで、豊かな生活と地球環境が両立する未来に向けて取

り組んでいるキヤノンエコロジーインダストリー㈱を見学します。また、積水ハウスゼロエミッシ

ョンセンターでは、国内最先端のエネルギー環境技術を生かした積水ハウス関東工場の戸建住宅を

見学します。ぜひご参加ください。  

日時 2月 14日（木）    集合出発：午前 8時    帰着予定：午後 5時 

集合場所   笠間市役所本所 駐車場（笠間市中央 3-2-1） 

研修先  キヤノンエコロジーインダストリー㈱（坂東市馬立 1234） 

                  積水ハウスゼロエミッションセンター（古河市北利根 8）  

参加費  2,300円（昼食代等） 

定員 25名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 電話でお申込みください｡ 

申込期限 １月 30日（水）    

申・問  ごみを考える会（担当：菊地）℡   0296-77-5028    環境保全課（内線  126） 

 

 

⑥ページ        【回覧】次号は 1月 17日発行  第 30-29号 

 


