
■お知らせ 

①笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場を 

 ご利用ください 

②子宮がん・乳がん検診を実施します 

③観察実験アシスタントと 

 特別支援教育支援員を募集します 

④自衛官候補生を募集します 

⑤もの忘れ相談会を開催します 

 

■趣味・体験 

 ⑥ 第 3回環境寺子屋  

     防災気象情報とその利用について学ぼう 

⑦手作り石けん講習会 

         

⑧ マーガレット・エコー40周年記念コンサート

⑨第 19回 歌声広場  

     ～大きな声で一緒に歌いましょう～ 

⑩はなさかまつり 

⑪アンチエイジングメソッド体験会 

⑫ファスナーで作るバラのブローチ講座 

⑬自然散策ハイキングとジオ講演会 

⑭笠間クラインガルテン 味噌づくり体験 

⑮認定ガイドと巡る 筑波山周辺ジオツアー 

⑯出会いパーティー 

⑰ 3月の地域ポイント対象事業 
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 ① 笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場をご利用ください 
 
 4月からの各駅前駐車場および駐輪場利用者を募集します。 

施設名 車種 
料金 

（1か月） 
申 

笠間駅北口 

自転車 1,540円 
笠間駅前観光案内所 ℡ 0296-72-1212 

受付時間：午前 9時～午後 5時 
原付 2,050円 

自動車 4,620円 

稲田駅前 

自転車 1,540円 
JR稲田駅 ℡ 0296-74-2300 

受付時間：午前 7時～午後 5時 
原付 2,050円 

自動車 4,320円 

福原駅前 自動車 4,320円 
JR福原駅 ℡ 0296-74-2307 

受付時間：午前 7時～午後 5時 

友部駅北口 

自転車 1,540円 笠間市役所本所 市民活動課（内線 135） 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分 

（土・日、祝日を除く） 
原付 2,050円 

申込方法 各駐車場・駐輪場の管理窓口へお問い合わせください。 

     ※料金は原則として口座振替です。後日、書類を銀行に提出してください。 

申込期間 3月 1日（金）～満車になり次第締め切り。 

問  市民活動課（内線 135） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 観察実験アシスタントと特別支援教育支援員を募集します 
 

職種 観察実験アシスタント（一般非常勤職員） 

雇用期間 5月 7日（火）～平成 32年 2月 28日（金）※長期休業中は勤務なし 

勤務先 市内小学校（一人で複数の学校に勤務する場合もあります。） 

内容 
3～6年生の理科授業のサポート、観察・実験等の準備・後片付け、理科室と理科準備

室の整備、教材開発や観察・実験活動等の技能向上支援 

勤務時間 
午前 8時 30分～午後 3時 30分 72時間以内/月（週 3日程度） 

※１日 3時間～6時間程度の勤務となります。 

募集人数 若干名 

賃金 1,000円/時間（通勤手当は、一定の基準を満たした場合に別途支給）  

条件 
・運転免許証を有している方 

・教員免許（理科）を取得していることが望ましい。 

 

職種 特別支援教育支援員（一般非常勤職員） 

雇用期間 4月 1日（月）～平成 32年 3月 19日（木）※長期休業中は勤務なし 

勤務先 市内小学校（一人で複数の学校に勤務する場合もあります。） 

内容 
特別な配慮を必要とする児童への学習支援、基本的生活習慣確立のための日常生活の

支援、児童の保健・安全のための支援、学級担任等の指導補助 

勤務時間 
午前 8時 30分～午後 3時 30分 97時間以内／月（週 4日程度） 

※学校長の指定する時間での勤務となります。 

募集人数 若干名 

賃金 900円/時間（通勤手当は、一定の基準を満たした場合に別途支給）  

条件 運転免許証を有している方 

申込方法     履歴書（写真貼付）を郵送または持参してください。 

申込期限 3月 15日（金） 

申・問 学務課（内線 379）〒309-1792  笠間市中央 3-2-1  

 

 

 ② 子宮がん・乳がん検診を実施します 
 
 ご希望の方は、お申し込みのうえ受診してください。あなたの健康を守るため、定期的に検診

を受けましょう。 

日時 4月 19日（金）乳がん検診のみの受け付け：午前 10時～10時 30分      

                                             子宮がん・乳がん検診の受け付け：午後 0時 30分～1時 

検診場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

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 3月 13日（水）午前 8時 30分から開始 

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

※5月以降の健診日程・申込み期間については、広報かさま 3月号の中に折り込まれる「笠間市 

    保健センター年間予定表」をご覧ください。 

 

 

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 自衛官候補生を募集します 
 

種目 

募集要項 

自衛官候補生 

（陸・海・空） 

試験日・受付期限等 
試験日 場所 受付期限 

3月 16日(土) 陸上自衛隊勝田駐屯地 3月初旬 

応募資格 

（日本国籍を有すること） 

18歳以上 33歳未満の男子※ただし、32歳の者は、採用予定月の 3か

月後の末日現在、33歳に達していない者(平成 31年 4月 1日現在） 

合格発表 

（採用候補者通知） 
試験時に発表日をお知らせします。 

給
料
等 

初任給等 

自衛官候補生手当（3か月）：131,800円 

2等（陸・海・空）士昇任後：167,700円 

自衛官任用一時金：176,000円 

（2等（陸・海・空）士に任官した翌月に支給されます。） 

その他、該当する各種手当が支給されます。 

※平成30年 1月1日現在（法律の改正により改定される場合があります。） 

衣食住 衣食住についての手厚いサポートがあります。 

その他 

   採用の日をもって陸・海・空自衛官候補生に任命され、3か月間の

教育訓練を終了した後、それぞれ 2等陸・海・空士に任官されます。 

 その後、陸上は 1年 9か月、海上・航空は 2年 9か月を 1任期とし

て任用されます。引き続き自衛官として勤務を希望する場合は、選考

により 2年を任期として継続任用されます。 

 なお、選抜試験に合格すれば、曹さらには幹部に進む道もひらかれ

ています。  

 

申 ・ 問 

 

総務課（内線 207） 

自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp 

HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。 
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 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

  

 

      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ぺージ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ もの忘れ相談会を開催します 
 
 相談会では、もの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 3月 18日（月）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 

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。先着順に受け付けます。 

申込期限 3月 11日（月） 

申・問 地域包括支援センター ℡  0296-78-5871 

 

 
 ⑥ 第 3回    環境寺子屋  防災気象情報とその利用について学ぼう 
 
気象庁が発表する防災気象情報の種類や利用方法について学びます。あわせて、風水害から身

を守る方法も学びましょう。 

日時 3月 13日（水）午前 10時～11時 30分 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

講師 水戸地方気象台職員 

参加費 無料 

定員 50名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 3月 1日（金） 

申・問    環境保全課（内線 125） 

  

 
 ⑦ 手作り石けん講習会 
 
 使用済み食用油を利用した、環境にやさしいプリン状石けんを作ってみませんか。泥汚れや油

汚れもよく落ちます。ぜひご家族でご参加ください。 

日時 3月 11日（月）午前 10時～11時 

場所 地域交流センター      調理室（笠間市友部駅前 1－10） 

定員 25名（先着順） 

参加費 200円 

持ち物 ポリバケツ（5リットル程度※できれば蓋付き）、マスク、ゴム手袋 

    ※お持ちでない方は用意しますので、申し込み時に申し出てください。（有料） 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

                      ※FAXの場合は、氏名、住所、電話番号を記入してください。 

申込期限 3月 4日（月） 

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

  

 

④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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 第 19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唱歌、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 3月 12日（火） 午後 1時 30分～3時 

場所 笠間市民体育館   2階   大会議室（笠間市石井 2068-1） 

内容 演奏者：音楽ボランティアグループ「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 ℡ 0296-77-2402 

 

 ⑩ はなさかまつり 
 
 はなさかまつりを開催します。ぜひ、ご来場ください。 

日時 3月 16日（土）、17日（日）午前 10時～午後 4時 

場所 いこいの家はなさか（笠間市橋爪 586-4） 

内容 体験教室（パステルシャインアート、パワーピアス、カラーセラピー、ハーバリウム、藍染め） 

             癒し（カイロプラクティック、波動セラピー） 

             ハンドメイド雑貨販売（和装小物、アロマキャンドル） 

             食品販売（ハチミツを使ったお菓子、サンドイッチなど） 

問    いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110  HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

  

 

 ⑧ マーガレット・エコー   40周年記念コンサート 
 

日時 3月 10日（日）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） 

曲目 ハレルヤ、春の声、早春賦ほか 

参加費 無料   

申・問  マーガレット・エコー 太田 ℡ 0299-45-2997 

 

 ⑪ アンチエイジングメソッド体験会 
 
 疲れにくい身体を手に入れましょう。リンパの流れを促し、冷え、むくみの改善を行います。

事前の申し込みは不要で、体験会は無料で参加できます。 

日時 毎週火曜日 午前 10時 30分～11時 30分 

場所 岩間公民館 3F和室（笠間市下郷 5140） 

講師 健康運動指導士 鴻
こう

田
だ

 良
よし

枝
え

さん  

定員 15名（先着順） 

持ち物 ヨガマット、タオル 

問 鴻田 良枝 ℡ 080-1170-8245 
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 猫は屋内で飼いましょう。        ⑤ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ ファスナーで作るバラのブローチ講座 
 

 自分で作る楽しさを知っていただくために、ブラウスに似合うバラのブローチづくりをしま

す。ぜひご参加ください。 

日時  3月 26日（火）午後 1時 30分～3時 30分 

場所 笠間市社会福祉協議会 笠間支所（笠間市石井 717） 

講師 廣瀬
ひ ろ せ

 斐子
よ し こ

さん（他 2名） 

定員 20名（先着順） 

参加費 300円 

持ち物  針、はさみ 

申込方法 電話でお申し込み下さい。 

申・問  笠間市社会福祉協議会  ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626 

 ⑬ 自然散策ハイキングとジオ講演会 
 
 笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会で、健康の増進と自然に触れ合う機会の提供を目的として

計画しました。皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。 

日時 

3月 16日（土） 

午前 9時 20分～（小雨決行） 

集合：午前 9時 

午後 1時 30分～午後 2時 30分 

開場：午後 1時 

内容 

ハイキング 講演会 

愛宕山麓から頂上までを巡るコースで

す。（約 7.4km 歩行時間 約 2時間 30分） 

六所神社 → 二の鳥居 → 愛宕神社→  

あたご天狗の森 フォレストハウス→  

地域交流センターいわま「あたご」（昼食）

※特産品プレゼントがあります。 

講演：なぜ難台山の頂上付近に丸い巨石  

             があるのか 

講師：筑波大学教授 久田
ひ さ だ

 健
けん

一郎
いちろう

さん 

定員 90名（先着順） 90名（先着順） 

参加費 200円（当日徴収、保険代含む） 無料 

持ち物 
雨具、タオル、飲み物、お弁当、ビニー

ルシート等 

 

※ハイキング、講演会どちらかのみの参加も可能です。 

集合場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

     ※駐車台数に限りがあるため、公共交通機関をご利用ください。 

申込期限 3月 6日（水） 

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。住所、氏名（ふりがな）、性別、生年

                      月日、年齢、電話番号、ハイキングおよび講演会への参加有無をお伝えください。 

申・問 笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会事務局 商工観光課内  （内線 517） 

                  FAX   0296-77-1146  メール   kanko@city.kasama.lg.jp 

 

      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   

⑥ページ   救急医療情報コントロールセンター ℡ 029-241-4199                          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 笠間クラインガルテン 味噌づくり体験 
 
 味噌づくり体験教室を開催します。材料は用意してありますので、手ぶらで味噌づくりを体験

することができます。自分だけのオリジナル味噌を作ってみませんか。 

日時 3月 3日（日）午前 10時 30分～午後 0時 30分 受付：午前 10時～ 

場所 笠間クラインガルテン クラブハウス（笠間市本戸 4258） 

講師 糀屋三郎右衛門   辻田
つ じ た

 雅
まさ

寛
ひろ

さん 

定員  30名（先着順） 

参加費 2,000円(1セット：出来上がり味噌 2㎏) 

申込方法 電話または FAX、メールでお申込みください。   

申込期限  3月 2日（土）  

申・問 （一財）笠間市農業公社  ℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438 メール info@kasama-agri.jp 

 

 
 ⑮ 認定ガイドと巡る 筑波山周辺ジオツアー                 
 

 筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイド案内のもと、筑波山南麓を散策するバスツア

ーです。大好評の昼食バイキングといちご狩り体験がついていますので、ご家族、ご友人をお誘

いのうえ、皆さんでご参加ください。 

日時  3月 9日（土）午前8時 45分～午後5時10分頃     集合：午前 8時40分（雨天決行、荒天中止） 

集合場所 オークラフロンティアホテルつくば前（つくば市吾妻 1-1364-1） 

コース（予定）  TXつくば駅前→筑波山梅林→朝日里山学校（昼食バイキング）→菖蒲沢薬師古道 

                                   ハイキング（約4.5km）→いちご狩り（30分食べ放題）→地図と測量の科学館              

                                   →TXつくば駅前  

対象  健脚な方    ※筑波山南麓の梅林と約 4.5kmのハイキングコースを歩くツアーです。 

定員  40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でご参加ください。 

参加費 5,800円（昼食代、いちご狩り入園料、保険代などを含みます。） 

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

                     たは電話でお申し込みください。 

申込期限  2月 28日（木）午後 6時まで 

申 （一社）笠間観光協会     ℡ 0296-72-9222   FAX 0296-72-9211 

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） 

 

 ⑯ 出会いパーティー 
 
日時  3月 16日（土）  午後 1時 30分～4時 30分 受付 : 午後 1時 

場所  守谷市市民交流プラザ（守谷市御所ヶ丘 5-25-1） 

対象  30～50歳代の独身の方（20歳代の方参加歓迎） 

定員  応募者多数の場合は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。 

申込期限 3月 13日（水） 

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 
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 ⑰ 3月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けることを支援して

いくための制度です。 

【一般参加事業】 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

27日（水） 
午前 9時 30分 

～午後 4時 
献血 

 笠間市役所 

（笠間市中央 3-2-1） 

健康増進課 

℡  0296-77-9145 

【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

開催日 開催時間 事業名 場所 問 

  6 日（水） 

13日（水） 

20日（水） 

午前 10時 15分 

～11時 45分 
  健康体操 

   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） 

保健センター 

℡  0296-77-9145 

21日（木・祝） 

～28日（木） 

午前 9時 30分 

～午後7時15分 

第 15回茨城国際 

音楽アカデミー 

inかさま 

 茨城県教育研修センターほか 

（笠間市平町 1410） 

生涯学習課 

内線  381 

◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力

して活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【笠間図書館・岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行します。 

◆おはなし会【友部図書館・笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート【友部図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行します。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2019.1.31現在≪登録状況≫ 3,572人（男性）835人（女性）2,737人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  

  

 

 
 市民活動課 
 モバイル版 

⑧ページ         【回覧】 次号は 2月 21日発行   第 30-33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 

 


