
■   お知らせ 

①   TRAIN SUITE 四季島のお見送りを実施します 

② 「第15回 茨城国際音楽アカデミーinかさま」 

       セミレッスン受講生を募集します     

③   平成 31年度県民交通災害共済の加入受付

       を開始します 

④   中小企業事業資金利子補給金の申請 

       を受け付けます 

⑤   歯周疾患検診を実施します   

⑥   地域ポイント制度の還元メニューを追加 

       しました 

⑦   冬の省エネを実施しましょう 

⑧   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         

⑨   あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を 

       募集します 

⑩   茨城県立水戸産業技術専門学院生 

       を募集します 

 

■   趣味・体験 

⑪   写生と撮影の会 作品展  

⑫   第 2回「トモアまつり」 

 

 

⑬   第 17回 はつらつ文化祭 

⑭ 「陶芸の里かさま 大撮影会」 

       入賞作品写真展 

⑮   友部駅前フリーマーケット 

⑯   読み語りの会 プラスワン 

⑰   歴史散策会「岩間の歴史を辿る」 

⑱   石の百年館 冬のワークショップ 

     「鉱物万華鏡をつくろう！」 

⑲   婚活相談会 

⑳   土づくり基礎講座 

    「地力
ちりょく

とはなにか、地力
ちりょく

窒素
ち っ そ

とはなにか」 

㉑   第 23回    茨城県立中央病院公開講座 

㉒   講演会   市民が活躍できるまちづくり 

㉓   ヨガ教室  

㉔   井筒屋和服 Day ～和服で桃宴を楽しもう～ 

㉕   地産地消料理講座 

     「シェフに教わる！簡単西洋料理」 

㉖   大人女子会「学びカフェ」 

       ～癒しのアロマ体験会～ 

 

■   お詫びと訂正 
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  【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 

 

 ① TRAIN SUITE 四季島のお見送りを実施します 
 
 TRAIN SUITE 四季島の笠間市への運行にあわせて、友部駅でお見送りを実施します。皆さんも

一緒にお見送りしましょう。四季島車両内への立ち入りはできません。ホームでお見送りする場

合は、入場券が別途必要です。（自己負担） 

停車予定日 2月 11日(月・祝）、15日（金）、3月 7日（木） 

停車時間 午前 9時 56分～10時 49分 ※運転状況により時間が変更になる場合があります。 

午前 10時 30分からお見送りします。（参加の受け付けはありません。） 

その他 混雑時は入場を規制する場合があります。ホームでは係員の指示に従ってください。 

問 企画政策課（内線 555） 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 平成 31年度県民交通災害共済の加入受付を開始します 
 
 県民交通災害共済は、交通事故により怪我をした場合に、治療実日数に応じた見舞金を給付す

る制度です。市内に住民登録をしている方であれば、どなたでも加入できます。 

年会費  大人 900円、中学生以下 500円 

受付開始 2月 1日（金）から 

共済期間 4月 1日（月）～平成 32年 3月 31日（火） 

     ※4月 1日以降に加入された場合は、受付日の翌日から共済期間となります。 

対象事故 国内の道路上において、自動車・バイク・自転車などの運行に伴う衝突、転落などの 

事故により人が死傷した場合 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申・問  市民活動課（内線  135）   笠間支所地域課（内線 72114）  岩間支所地域課（内線 73114） 

  

 

 ② 「第 15回  茨城国際音楽アカデミーinかさま」 

  セミレッスン受講生を募集します 
 
 このセミレッスンは、アカデミーおよびスクール参加講師の直接指導により、音楽の素晴らし

さを改めて体感できるプログラムとなっています。無料でレッスンを受けられますので、ぜひこ

の機会に本アカデミーで音楽を奏でる楽しさを体感してください。 

日時  3月 25日（月）午前 10時～ 

場所 茨城県教育研修センター（笠間市平町 1410） 

内容 ピアノクラス セミレッスン 

（1）受講生と講師、1対 1の個人レッスンです（15分程度）。 

（2）原則として、受講生が希望する曲目を講師が指導します。 

（3）レッスンは一般公開します。 

講師 桐朋学園大学特命教授 岡本
おかもと

 美智子
み ち こ

さん 

対象 ピアノの演奏技術向上を目指す小学生および中学生 ※小学生は保護者同伴 

定員 8名程度（応募者多数の場合は抽選） 

持ち物 補助ペダルなど、必要なものは各自で準備してください。 

申込方法 窓口で直接または FAX、メール、郵送でお申し込みください。なお、FAXの場合は必  

                     ず着信確認の電話をしてください。申込用紙は、市ホームページからもダウンロード 

                     できます。 

申込期限 2月 28日（木）必着 

申・問   茨城国際音楽アカデミーinかさま実行委員会事務局   生涯学習課内（内線 381） 

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

                  〒309-1792    笠間市中央 3-2-1  HP   http://www.city.kasama.lg.jp 

 

     

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 歯周疾患検診を実施します 
 
市では、40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実

施しています。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。 

場所 市内の契約歯科医院（要予約） 

対象 笠間市に住所を有する 40歳、50歳、60歳、70歳の方 

40歳：昭和 53年 4月 1日から昭和 54年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 43年 4月 1日から昭和 44年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 33年 4月 1日から昭和 34年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 23年 4月 1日から昭和 24年 3月 31日までに生まれた方 

※受診する時点で通院（治療）中の方は、検診の対象になりません。 

検診料金 900円（自己負担） 

   ※  検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため、受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。 

※ 契約歯科医院については、市ホームページをご覧ください。 

                      40歳・50歳の方 ： 保健センターから送付された受診券（はがき）を持参してください。 

                      60歳・70歳の方 ： 保健センターへ申し込み後、保健センターから郵送される実施通知   

                                                           書（問診票）を持参してください。 

検診期限 3月 31日（日） 

申・問 保健センター（笠間市南友部 1966-1）   ℡ 0296-77-9145 

 

 ④ 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  2月 26日（火）～28日（木）午前 9時～午後 5時 

場所 市役所本所   1階  商工観光課（笠間市中央 3-2-1） 

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） 
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急な病気で心配なとき、医療機関をお探しのときはご利用ください。   

 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         ③ページ 

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 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  2月 18日（月）午後 1時 30分～3時 30分 ※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 

 

 

 ⑦ 冬の省エネを実施しましょう 
 
 2月の 1カ月間は、経済産業省主唱の「省エネルギー月間」です。ウォームビズへの取り組み

や、衣類や食器をまとめて洗う、トイレのふたを閉める、お風呂は続けて入るなど、ちょっとし

た工夫でエネルギー量を削減するだけでなく家計も節約することができます。また、電気を正し

く使うことは、ECOにもつながります。 

問    （一財）関東電気保安協会  

           茨城事業本部  

           ℡  029-2256-3221 

           環境保全課（内線 125） 

 

 ⑥ 地域ポイント制度の還元メニューを追加しました 
 
 2月 1日（金）から地域還元ポイント制度に変更があります。 

【新規追加】  

品目 ポイント数 品目 ポイント数 

ポレポレお買物交換券 25pt 電子体温計 250pt 

肺がん検診 30pt 電動ハブラシ 300pt 

大腸がん検診 40pt 体組成計 450pt 

Tomoaカフェ利用券 50pt 血圧計 560pt 

・デンタルセット ・胃がん検診 

・子宮がん検診（集団健診） 
各 100pt 

 
【ポイント数の見直し】 

品目 ポイント数 品目 ポイント数 

稲荷うどんセット 50→60pt メンチカツセット 80→90pt 

いなり寿司セット 60→70pt ロースカツセット   90→110pt 

野菜すいとんセットまたは 

野菜カレーセット 
70→80pt 笠間のう米 100→120pt 

 
問 市民活動課（内線 133） 

④ページ           猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 茨城県立水戸産業技術専門学院生を募集します 
 
訓練期間  4月上旬～9月下旬まで 

訓練実施場所 茨城県立水戸産業技術専門学院  水府町校舎（水戸市水府町 864-4） 

訓練内容  販売、物流、清掃、介護業務等に関する知識・技能の習得 

対象 軽度の知的障がい者の方（療養手帳をお持ちの方または公的機関でこれと同等と判断され

            た方）でハローワークに求職申し込みをしている、自ら通学が可能な方 

定員 10名 

授業料 無料 

選考日 2月 22日（金） 

申込方法 ハローワーク笠間へ直接お申し込みください。 

申込期限 2月 12日（火） 

申 ハローワーク笠間（水戸公共職業安定所  笠間出張所）笠間市石井 2026‐1 

問 ハローワーク笠間（水戸公共職業安定所  笠間出張所）℡ 0296-72-0252 

     県立水戸産業技術専門学院 ℡ 029-300-5221   

        HP http://www.ibaraki-it.ac.jp/gakuin/ 

 

  

 

 ⑨ あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を募集します 
 
雇用期間  1年以内（更新可） 

勤務日数 月 14日以内 

勤務時間  1日 4時間程度（午前 10時～午後 3時） 

業務内容 あたご天狗の森スカイロッジの宿泊棟の用務、清掃等 

応募資格 ・土日、祝日も勤務できる健康な方 

・普通免許をお持ちの方 

募集人数 若干名 

賃金 840円/時間  

審査方法 面接試験    

申込方法 申込用紙に関係書類を添付して、直接または郵送で 提出してください。 

申込期限 随時 

申・問 （一社）笠間観光協会 〒309-1611 笠間市笠間 1357-1 ℡ 0296-72-9222 

 

 国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。    ⑤ページ 
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 ⑪ 写生と撮影の会 作品展 
 
 佐原あやめパークや、那須で写生や撮影をした作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。 

日時 2月 3日（日）～17日（日）午前 9時～午後 5時（月曜休館） 

            ※17日（日）は午後 3時終了 

場所  笠間公民館  1階  展示室（笠間市石井 2068-1） 

問    笠間市文化連盟事務局 藤岡
ふじおか

 靖之
やすゆき

 ℡ 0296-74-2929 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 第 2回「トモアまつり」 
 
 地域交流センターともべの 2周年を記念して、トモアまつりを開催します。トモアを活動の拠

点にしている市民団体の皆さんによるステージや掲示発表、デモンストレーションや体験を行い

ます。ぜひ皆さんご参加ください。 

日時 2月 16日（土）午前 10時～午後 7時  寄席開催：午後 5時 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

参加費  無料（※寄席は 500円）  

問  地域交流センターともべ        ℡  0296-71-6637 

 

 ⑬ 第 17回 はつらつ文化祭 
 
 県央地域高齢者はつらつ百人委員会では、高齢者の日頃の生涯学習活動の成果を発表する場と

して、作品展示と演芸発表会などを開催します。多くの方のご来場をお待ちしています。 

日時 2月 23日（土）午前 10時～午後 5時  

      24日（日）午前 10時～午後 3時 30分  

                      ※演芸発表会は 24日のみ。 

場所 茨城県総合福祉会館（水戸市千波町 1918） 

問 県央地域高齢者はつらつ百人委員会 長洲
な が す

 静子
し ず こ

  ℡ 080-2671-3603 

 

 
 ⑭ 「陶芸の里かさま 大撮影会」入賞作品写真展 
 
 昨年 10月に市内で開かれた「陶芸の里かさま 大撮影会」（全日本写真連盟茨城県本部、朝日新

聞水戸総局主催）のフォトコンテスト入賞作品写真展を開催します。独自の視点で撮影された力

作が 64点。入場は無料です。ぜひご来場ください。 

日時 2月 20日（水）～24日（日）午前 10時～午後 4時 30分 

※20日（水）は午後 1時から、24日（日）は午後 3時まで開催 

場所 笠間公民館 1階 展示室（笠間市石井 2068-1） 

問 全日本写真連盟茨城県本部委員長 篠塚
しのづか

 惇
あつし

 ℡ 090-3246-9623 

 

 

               デマンドタクシーかさま 予約センター℡ 0296-70-9000     
    ⑥ページ      おかけ間違いにご注意ください。               
                  

 ⑮ 友部駅前フリーマーケット 
 
 毎月第 4日曜日にフリーマーケットを開催しています。懐かしい 70～80年代のレコードが流

れている会場では、月替わりに腕自慢のシェフが、カレー、オムライス、焼き鳥、アップルパイ

などを出店しています。古着や手作りの小物・アクセサリーや、地元で取れた新鮮な野菜なども

出店しています。心温まる豚汁を用意して（数量限定）皆さんのご来場をお待ちしています。 

    また、出店者も随時募集していますので、お問い合わせください。 

日時 2月 24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     佐藤 ℡ 090-3245-0880   柏崎 ℡ 090-1880-6317 

 

      



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 歴史散策会「岩間の歴史を辿る」 
 

 歩きながら市内に残る歴史遺産や名所旧跡を巡り、市の歴史や文化への理解を深めましょう。 

日時 2月 23日（土）午前 9時 30分～正午  集合：午前 9時 10分 

   ※小雨決行、荒天中止。中止の判断は当日午前 8時に行います。当日市役所にお問い合わ

                  せください。 

集合場所   地域交流センターいわま「あたご」駐車場（笠間市下郷 4438-7） 

コース 岩間宿⇒六所神社⇒御前塚古墳⇒藤原藤房塚を巡ります。（約 3ｋｍ程度） 

講師 南
みなみ

 秀
ひで

利
とし

さん 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 50名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 2月 20日（水） 

申・問  笠間市民憲章推進協議会 ふるさと発見実践活動委員会   市民活動課内（内線 133） 

 

 ⑯ 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 2月 19日（火）午後 1時 30分～3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 「少年時代」作/高倉
たかくら

  健
けん

、「マフラーでどうぞ」作/小野寺
お の で ら

  悦子
えつこ

、「天の笛」作/斉藤
さいとう

  隆
りゅう

介
すけ

 

     「なめとこ山の熊」作/宮沢
みやざわ

  賢治
け ん じ

、「殿さまの茶わん」作/小川
お が わ

  未明
み め い

 

             「雪だるまじゃないよ」/パネルシアター 

参加費 無料 

問 読み語りの会 プラスワン 小林  ℡ 080-1207-2954 

 

 

平成  31年   1月  24日 第  30‐ 30  号 

 
  小中学生の登下校の見守りをお願いします。     ⑦ページ  

 
 

 ⑱ 石の百年館 冬のワークショップ「鉱物万華鏡をつくろう！」 
 
 鉱物を素材にした万華鏡をつくるワークショップを開催します。ぜひご参加ください。 

日時 2月 23日（土）午前 10時 30分～正午 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

対象 小学 1～6年生 ※小学 1～3年生は保護者の同伴が必要です。 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話またはいばらき電子申請・届出サービスからお申し込みください。 

申込期限 2月 15日（金） 

申・問 商工観光課（内線  511） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 第 23回    茨城県立中央病院公開講座 
 

時間 内容 

午後 0時 30分～1時 30分 

受け付け：正午～午後 1時 
医療相談等（医療、看護、お薬、栄養、医療費） 

午後 1時 30分～3時 15分 

講演会 

・「高血圧と動脈硬化について」 

循環器内科医員 矢口
や ぐ ち

 拓
たく

実
み

さん 

・「糖尿病と肥満症」 

内分泌代謝・糖尿病内科医長 志鎌
し か ま

 明人
あ き と

さん 

・「慢性腎臓病について」 

     腎臓内科部長 堀越
ほりこし

 亮子
りょうこ

さん 

・「歯周病が全身に及ぼす影響について」 

 歯科口腔外科部長 大木
お お き

 宏
こう

介
すけ

さん 

※医療相談等は、当日先着順で受け付けます（若干名）。 

※講演会は当日参加も可能ですが、事前申し込みの方が優先です。 

期日 2月 23日（土） 

場所 茨城県立中央病院 外来ホール（笠間市鯉淵 6528） 

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。申込書は、ホームページからダウンロード 

できます。ホームページ http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo（「公開講座」で検索） 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時(土・日、祝日を除く) 

問 茨城県立中央病院 総務課 ℡ 0296-77-1121 FAX 0296-77-2886 

  メール soumu@chubyoin.pref.ibaraki.jp 

  

 

 ⑲ 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 2月 17日（日）午前 9時～正午 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

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 

  

 

⑧ページ   小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。 

 

 ⑳ 土づくり基礎講座「地力
ちりょく

とはなにか、地力
ちりょく

窒素
ち っ そ

とはなにか」 
 
 今回の講座は、土地自体が農作物を育てる生命力と言われる地力

ちりょく

についての内容です。地力や

土づくりについて基礎から学んでみたい方は、どなたでも参加できます。 

日時  2月 24日（日）午後 1時 30分～3時 

場所 笠間公民館 ふれあいルーム（笠間市石井 2068-1） 

講師 農研機構中央農業研究センター土壌肥料研究領域長  大谷
おおたに

 卓
すぐる

さん 

定員 40名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法   FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限   2月 20日（水） 

申・問  あした有機農園 涌井   FAX 0296-78-1787 メール info@ashitafarm.jp 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ 井筒屋和服 Day   ～和服で桃宴を楽しもう～ 
 
 和服を着て、笠間のひなまつり「桃宴」開催中の笠間稲荷門前通りのまち歩きを楽しみません

か。野点やカメラマンによる記念撮影サービスもあります。 

日時 3月 3日（日） 受け付け：午前 9時 30分～10時 30分 和服返却：午後 4時まで 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

対象 中学生以上 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 1,000円（和服レンタル代） 

                 ※門前通り商店街で使える 500円分の買い物券付き 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 2月 20日（水） 

申・問  かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 

 

 ㉓ ヨガ教室 
 
 人気のヨガの入門クラスを開催します。心も体もリフレッシュしませんか。ふるってご参加ください。 

日時 2月 19日(火)・26日(火)、3月 5日(火)・12日(火)・19日(火)、26日(火)   

             午後 7時 30分～8時 30分 

場所 笠間市総合公園  会議室（笠間市箱田 867-1） 

講師 athaアタヨガ＆タイ古式 インストラクター 石川
いしかわ

 佳
よし

美
み

さん 

対象 15歳以上 

定員 各 25名（先着順） 

参加費 1回 800円 

持ち物 飲み物、フェイスタオル、上履き、ストレッチマットまたは大きめ のタオル、 

     ヨガブロック（お持ちの方） 

申込方法   開催日の前日までに、窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申・問 笠間市総合公園（笠間市指定管理者 NPO日本スポーツ振興協会）   ℡ 0296-72-9330 
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広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    ⑨ページ 
http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 

 ㉒ 講演会   市民が活躍できるまちづくり 
 
 生涯活躍できるまちを目指して今、私たちができる地域づくりや、住み慣れた地域で安心して

暮らし続ける方法を一緒に考えてみませんか。 

日時 3月 8日（金）  午後 2時 開場：午後 1時 30分 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

講師 医師・作家 鎌田
か ま た

 實
みのる

さん 

定員 200名（先着順） 

参加費 無料   

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 2月 7日（木）～定員になり次第締め切り 

申・問  地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 地産地消料理講座「シェフに教わる！簡単西洋料理」 
 
 市内飲食店のシェフが、笠間産の農産物を使った家庭でできる西洋料理をご紹介します。地場

農産物のおいしい食べ方を知りたい、地域を応援したいという方は、ぜひご参加ください。託児

も利用できますので、申し込みの際にお伝えください。 

日時  2月 19日（火）午前 10時～午後 1時   受け付け：午前 9時 45分 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 
内容 メニュー：笠間産冬野菜を使った西洋料理（里芋と長ねぎのスパゲッティ、チキンソテー  

                                  野菜のソース、さつま芋とりんごのパイ）  

                                 ※予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。 

講師 レストラン モン・ラパン  シェフ 佐山
さ や ま

 博
ひろ

昭
あき

さん 

定員 16名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  500円（当日徴収） 

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   2月 12日（火） 

申・問  農政課（内線   528） 

 

 
 ㉖ 大人女子会「学びカフェ」～癒しのアロマ体験会～ 
 
 今回のテーマは｢癒し｣です。ご自身を大切にする時間が取れていますか。癒しの時間は、自分

から積極的に作っていく必要があります。この季節に皆さんのお悩みでもある、手荒れや冷えを

解消してみましょう。 

日時 2月 24日（日）午前 10時～正午 

場所 まちの駅笠間宿【旧・笠間民芸の里】ふれあいサロンかさま～る（笠間市笠間 2247-1）  

講師 キャリアコンサルタント  菊池
き く ち

 美也子
み や こ

さん   アロマカウンセラー 福田
ふ く だ

 睦
むつ

美
み

さん 

定員 20名（先着順） 

参加費 2,000円（紅茶と肉まん付き。アロマハンドクリームをお持ち帰りできます。）                 

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 2月 20日（水） 

申・問 （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

 ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654  

              メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp 

 （特非）グラウンドワーク笠間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。 

平成 31年 1月 10日（木）発行の広報かさま 1月号 P19「情報カレンダー」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。 

2月 23日（土） カサマルシェ 9：00～12：00 

【誤】場所 友部公民館前 

【正】場所 市民センターいわま前 

問 農政課（内線 527） 

                 お詫びと訂正                                     
 

⑩ページ         【回覧】 次号は 2月 7日発行   第 30-31号 

 


