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① 特設無料人権相談を開設します 

② 浄化槽補助制度を一部改正します 

③ 入札参加資格の追加受け付けを行います 

④ 2019年国民生活基礎調査を実施します 

⑤「笠間てくてく栗図鑑 2019 秋」の掲載店を

  募集します 

⑥ 第2回筑波山地域ジオパーク認定商品を募集します 

⑦ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑧成人の風しん任意予防接種費用を助成します 

⑨ ロタウイルス・おたふくかぜ任意予防接種 

  費用を助成します 

⑩ はかりの定期検査を実施します 

⑪ 笠間市農業公社臨時職員を募集します 

⑫ あたご天狗の森スカイロッジ臨時職員を 

  募集します 

⑬ 優良運転者を表彰します 

⑭ デマンドタクシーかさまの大型連休中の 

  運行日をご案内します 

⑮  ゆかいふれあいセンターの大型連休のご案内です 

■趣味・体験 

⑯ ごちゃごちゃクラフトフェスタ 

⑰ 笠間市児童館フリーマーケット 

⑱  C 58 形蒸気機関車運転室見学会 

⑲ ローサスコンサート 

～午後のひととき懐かしの調べを～ 

⑳ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会 

㉑ がん予防教室 

㉒ 第 61回自然観察会 

㉓ 子どもいけばな教室 

㉔ いばらき防災大学 

㉕ 酒米田んぼのオーナー制度 

㉖ あたご ふれあい寄席 

㉗  5月の地域ポイント対象事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成   31年   4月 11日 第  31‐ 2  号 

 ①  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時から弁護士相談も行います。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  5月 15日（水）午前 10時～午後 3時 最終受け付け：午後 2時 30分 

場所 地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11） 

問 社会福祉課（内線 157） 

【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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 入札参加資格の追加受け付けを行います 
 
市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売、役務の提供等の

入札（見積り）に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。 

 市の入札（見積り）に参加を希望される方は、参加資格審査申請書を提出してください。 

なお、物品販売、役務の提供等に関しては、市への申請となります。建設工事、建設コンサ

ルタント等委託業務に関しては、茨城県入札参加資格共同受け付けへの申請となり、市では手

続きができません。 

入札参加資格者名簿への登載有効期間は、7月 1日から 2021年 3月 31日までです。 

【建設工事・建設コンサルタント等委託業務】 

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。 

申込期間 5月 7日（火）～13日（月） 

※申請の要項および申請書等については、4月上旬に茨城県土木部監理課ホームページでご案 

内する予定です。（HP http://www.pref.ibaraki.jp⇒「土木部監理課」で検索） 

【物品販売・役務の提供等】 

申込方法  窓口へ持参または郵送（書留郵便）でお申し込みください。 

申込期間  5月 7日（火）～13日（月） 

受付時間 午前 9時～午後 5時（正午～午後 1時を除く） 

※この期間を過ぎて送達された申請書は受理しませんので、ご注意ください。 

※郵送による提出は当日消印有効、信書便による提出は当日通信日付印有効 

※申請の要項および申請書等については、市ホームページおよび財政課窓口でご案内しています。 

 （市ホームページ ⇒「参加受付」で検索） 

問 財政課（内線 219） 

 

 ② 浄化槽補助制度を一部改正します 
 
 国の浄化槽補助制度の改正に伴い、市においても浄化槽補助制度を一部改正します。ご不明

な点は、下水道課までお問い合わせ下さい。 

改正内容 新築家屋の浄化槽設置および合併処理浄化槽の交換の取り扱い 

対象 （1）単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用していた方が、新築家屋に建て替え、新築す 

               る場合の浄化槽設置 

   （2）他市町村から転入して家屋を新築する場合の浄化槽設置 

   （3）市内で下水道区域及び農業集落排水区域から浄化槽整備区域に転居し、家屋を新築

        する場合の浄化槽設置 ※戸建て住宅で浄化槽を使用していた方は、対象外 

   （4）災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽設置や、災害に伴い故障した

        合併処理浄化槽の更新 

対象外 （1）戸建て住宅で合併処理浄化槽を使用していた方が、新築家屋の建て替えする場合 

        の浄化槽設置  

    （2）既設合併処理浄化槽の更新 (災害が伴うものは除く) 

       （3）都市計画法に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴う浄化槽設置 

問 下水道課  （内線 71111） 

 

  

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 ④  2019年国民生活基礎調査を実施します 
 
国民生活基礎調査は、国民の保健、医療、福祉、年金、所得等の状況を世帯面から総合的に

判断し、今後の厚生労働行政の企画および立案の基礎資料として活用されます。 

 今回、笠間市の一部の地域が調査区として指定を受け、4月中旬から 6月にかけて調査を実施

することになりました。 

対象となった世帯の方は、趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。 

問 茨城県水戸保健所 地域保健推進室 ℡ 029-241-0100 

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 第 2回  筑波山地域ジオパーク認定商品を募集します 
 
筑波山地域ジオパーク推進協議会では、筑波山地域ジオパークをイメージできる商品（食料加工

品）を募集します。申請後、審査によりふさわしいと認められた商品には「認定商品ロゴマーク」

の使用が認められ、パンフレット等で商品を紹介します。 

申請期間   4月 15日（月）～6月 17日（月） 

認定期間   認定の日から 3年間（3年ごとの更新制） 

申請方法  ホームページから認定申請書をダウンロードし、窓口までご持参ください。 

筑波山地域ジオパーク推進協議会  HP  https://www.tsukuba-geopark.jp/ 

申 観光課（内線 517） 

問 桜川市商工観光課 ℡ 0296-55-1159  

 

 

 ⑦ 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 4月 25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  

      ・環境モニタリング 

       (3) 今後の監視活動計画(案) 

申・問   環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑤ 「笠間てくてく栗図鑑 2019 秋」の掲載店を募集します 
 
市では、多くの方に地元の栗を使った料理や菓子を楽しんでいただく機会を提供するため、今

年も「笠間てくてく栗図鑑 2019秋」を発行します。それに合わせ、9月から 11月まで掲載店の

スタンプラリー企画を開催します。 

つきましては、今年の「笠間てくてく栗図鑑 2019秋」にご協力いただける店舗を募集します。 

対象 市内産の栗加工品を製造、販売する菓子店、飲食店、旅館など 

※市内に事業所等を有し、市税を完納していること 

掲載内容 店名、商品名（商品写真含む）、料金、電話番号、住所、定休日、ホームページアド

レス、メールアドレス、コメント（40文字程度）など。 

     サイズ：縦約 7センチメートル、横約 7センチメートル  

※応募者多数の場合はサイズ変更あり 

掲載料 5,000円/店 

申込方法 広告掲載申込書および笠間てくてく栗図鑑 2019秋掲載記入シートに必要事項を記入

し、窓口に提出してください。申込書等は、市ホームページからダウンロードできます。 

※内容によっては掲載できない場合もありますので、ご了承ください。 

申込期限 5月 31日（金） 

申・問 農政課（内線 526） 
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 ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
 http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）      ③ページ 
   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 成人の風しん任意予防接種費用を助成します 
 
 市では、4月から成人の風しん任意予防接種の費用の助成をしています。 

対象 妊娠を予定、または希望する女性とその配偶者、妊婦の夫 

助成回数 1回  

助成額 麻しん風しん混合ワクチン：5,000円、または風しん単抗原ワクチン 3,000円 

申請方法 窓口へ直接申請してください。 

申請に必要なもの 笠間市風しん予防接種助成金交付申請書兼請求書、予防接種に要した費用がわかる

          領収書（ワクチン名が明記されたもの）、母子健康手帳（妊娠している女性の夫が接

          種した場合）、印鑑、振込口座が分かるもの（原則、接種を受けた本人の口座） 

風しん第 5期定期接種（40～57歳男性） 

昭和 37年 4月 2日から昭和 54年 4月 1日生まれの男性を対象として 3年間、風しんの抗体検

査と定期予防接種を無料で実施します。抗体検査・予防接種にはクーポン券が必要になりますの

で、市の準備ができ次第、今年度対象となる方（昭和 47年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日生まれ

の男性）に個人通知します。 

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

 
 ⑨ ロタウイルス・おたふくかぜ任意予防接種費用を助成します 
 
 市では、4月から任意予防接種（ロタウイルス・おたふくかぜ）の費用の助成をしています。 

予防接種 対象 
助成 

回数 
助成額/回 備考 

ロタウイルス 
平成 31年 4月 1日以降の出生で、

生後 6～32週の方 
2回 5,000円 

赤ちゃん訪問の際

にご案内します 

おたふくかぜ 
平成 30年 4月 1日以降の出生で、

1～5歳未満の方 
1回 3,000円 

1歳児相談の通知で

ご案内します 

接種場所  協力医療機関（対象の方には個別にご案内します） 

接種方法 協力医療機関に予約してから接種し、接種料金から助成額を引いた差額を医療機関窓

      口にお支払いください。 

持ち物 母子健康手帳、健康保険証、予診票 

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

 

  

 

 ⑩ はかりの定期検査を実施します 
 
 取引または証明に使用するはかりは、2年に 1回定期検査を受けなければなりません。笠間市

においても、定期検査を実施しますので、最寄りの会場で必ず受検してください。 

 なお、所在場所での検査を希望される場合には、計量士による巡回検査制度もありますので、

お問い合わせください。 

日時 時間 場所 

5月 22日（水）～24日（金） 

午前 10時 30分～午後 3時

（正午～午後 1時を除く） 

笠間市役所 旧笠間支所 車庫 

（笠間市石井 717） 

5月 27日（月） 
市民センターいわま 庁舎裏車庫

（笠間市下郷 5140） 

5月 28日（火）、29日（水） 
笠間市役所   本所   庁舎前車庫 

（笠間市中央 3-2-1） 

持参するもの 手数料（1台当たり 520円～3,000円程度）、受検通知はがき、はかり（分銅・お

もりも必ず持参） 

問 茨城県指定定期検査機関 （一社）茨城県計量協会 ℡ 029-225-7973 

茨城県計量検定所 指導課 ℡ 029-221-2763  

 
④ページ      小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 笠間市農業公社臨時職員を募集します 
 
雇用期間  6月 1日～2020年 3月 31日 

勤務日数  5日/週(休日：土日祝日) 

勤務時間  午前 8時 30分～午後 5時 

福利厚生 社会保険、雇用保険 

業務内容 農業、農地に関するデータ入力や取りまとめ、文書作成や現地調査等 

応募資格 簡単なパソコン操作（エクセル、ワード）ができる方、普通免許をお持ちの方 

募集人数 1名 

賃金 900円/時間（交通費支給あり） 

審査方法 書類選考、面接により選考 

申込方法 ハローワークを通し、紹介状と履歴書（写真付き）を 郵送してください。 

申込期限 5月 8日(水) 

申・問 （一財）笠間市農業公社 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 ℡ 0296-73-6439 

     HP http://www.kasama-agri.jp/ 

 
 ⑫ 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（必要と認める場合は更新あり） 

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（交通費支給あり） 

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 1538-2 ℡ 0296-72-9222 

  

  ⑬ 優良運転者を表彰します 
 
笠間地区交通安全協会では、交通違反および交通事故抑止に役立てるために、優良運転者の表

彰を行います。表彰を希望される方は、次の事項を確認のうえ、申請してください。 

表彰資格 ・笠間地区交通安全協会会員であること。 

・笠間警察署管内に居住し、四輪車以上の免許所持者であること。 

区分 表彰資格 

地区表彰 10年間無事故、無違反の方。 

県表彰 
原則として地区表彰を受け 2年以上経過した方で、運転者として 10年、

20年、30年以上の運転経験を有し、過去 5年間無事故・無違反の方。 

優マーク 

県表彰を受け 3年以上かつ 20年、30年受賞者で 10年以上無事故・無違

反の方。ただし該当者がいない場合は、県表彰を受けてから 15年以上経

過した者。 

申込方法  運転免許証、印鑑を持参のうえ窓口で直接お申し込みください。 

申込期限  県表彰： 6月 21日（金） 地区表彰：8月 30日（金） 

申 笠間地区交通安全協会事務局（笠間警察署内）市民活動課 各支所地域課 

問 笠間地区交通安全協会事務局（笠間警察署内）℡ 0296-72-1396 
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 ⑮ ゆかいふれあいセンターの大型連休のご案内です 
 
 大型連休のご利用についてご案内します。 

4月 28日（日・祝）～5月 6日（月）の営業時間は午前 10時～午後 6時です。 

5月 2日（木）、7日（火）は休館です。 

問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 

 

 

 ⑭ デマンドタクシーかさまの大型連休中の運行日をご案内します 
 
デマンドタクシーかさまは大型連休中、つぎのとおり運行します。運休日は予約センターも休

みとなります。 

5月 7日(火）から通常どおり運行しますので、皆さんのご利用をお待ちしています。 

4/26 

(金) 

4/27 

(土) 

4/28 

(日) 

4/29 

(月) 

4/30 

(火) 

5/1 

(水) 

5/2 

(木) 

5/3 

(金) 

5/4 

(土) 

5/5 

(日) 

5/6 

(月) 

5/7 

(火) 

運行 運行 休 休 運行 休 運行 休 休 休 休 運行 

予約受付 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。 

予約可能日 

4月 30日(火)分…4月 26日(金)、27日(土)、30日(火)(8時 15分出発便は 27日(土)まで) 

5月 2日(木)分…4月 27日(土)、30日(火)、5月 2日(木)(8時 15分出発便は 30日(火)まで) 

5月 7日(火)分…4月 30日(火）、5月 2日(木）、7日(火)(8時 15分出発便は 2日(木)まで) 

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532    企画政策課(内線 556) 

 

 

 ⑯ ごちゃごちゃクラフトフェスタ 
 
 日替わりで陶器や革小物、布小物など、さまざまなジャンルのものづくりの作家さんが、ワー

クショップや販売を行います。 

皆さんのお越しをお待ちしています。 

日時 5月 1日（水）～6日（月）午前 10時～午後 4時 

場所 カフェ「まちのベンチ」（笠間市八雲 1-1-14） 

   ※「まちのベンチ」は、地域おこし協力隊が運営するコミュニティカフェです。 

問 まちのベンチ 笠間市地域おこし協力隊 河又
かわまた

  ℡ 0296-73-6755   

      HP  https://machinobench.wixsite.com/kasama 

  

  ⑰ 笠間市児童館フリーマーケット 
 
 ご家庭で不要になった子供服や使わないもの、手作り品など、ご家族やお友達と出店してみま

せんか。 

日時 5月 12日（日）午前 10時～午後 2時 

場所 笠間市児童館 館庭（笠間市南友部 1966-140）※雨天時は遊戯室 

参加費 無料 

定員 先着 12区画 

申込方法 窓口に直接、または電話でお申し込みください。 

申込期間 4月 27日(土)～5月 10日(金） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

  

 広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
⑥ぺージ     http://www.city.kasama.lg.jp/                 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ ローサスコンサート   ～午後のひととき懐かしの調べを～ 
 
 歌声広場でおなじみのローサスです。今回は趣を変え、演奏曲を中心に合唱も入れてコンサー

トを開催します。事前の申し込みは不要です。 

 皆さんのご来場を、心からお待ちしています。 

日時  5月 12日（日）午後 1時 30分～3時 開場：午後 1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 演奏者：音楽ボランティアグループ「ローサス」 

参加費 無料 

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402 

 

 ⑱ C  58 形蒸気機関車運転室見学会 
 
JR水戸線で、かつて客車をけん引していた C58形蒸気機関車と同型の蒸気機関車の運転室に入

って機関士席に座ったり、計器類や石炭投入口を見たり触ったりすることができます。 

 今回は、懐かしい SLの写真も展示します。ぜひ、この機会に足をお運びください。 

日時 4月 29日（月・祝）～5月 5日（日・祝）午前 9時 30分～午後 4時※雨天の場合は中止 

場所 石井街区公園（笠間市石井 2068-1） 

問 鉄道 OB 会笠間鉄友会 石田  ℡ 090-8435-0349 

 

    

 

 ⑳ 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 

6月  4  日（火） 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） 

6月 12日（水） 午前 9時 45分～午後 3時 45分 

地域医療センターかさま（笠間市南友部 1966-1） 

6月 17日（月） 

午前 10時～午後 3時 45分 
6月 19日（水） 

7月  1  日（月） 

7月  3  日（水） 

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 常勤の職をもっていないおおむね 60 歳以上の笠間市民で、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 5月 20日（月） 

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

 

 

 

平成   31年   4月 11日 第  31‐ 2  号 

    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。）     ⑦ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ 第 61回自然観察会 
 
 身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当日

はハイキングのできる服装でご参加ください。 

日時  5月 18日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。 

場所 福ちゃんの森公園周辺（福田地内） 

講師 茨城県環境アドバイザー 安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん、吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

対象 自然観察に興味のある方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 飲み物、植物等の図書、雨具（傘、長靴）、杖、筆記用具など 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限  5月 7日（火） 

申・問  環境保全課（内線 125） 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 

 ㉑ がん予防教室 
 
がんに罹患する割合は増え、 2人に 1人はがんになるといわれています。がんの予防法につい

て学び、健康づくりに役立ててください。 

日時 5月 21日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 保健センター（笠間市南友部 1966－1） 

講師 笠間市立病院 医師 上田
う え だ

 篤志
あ つ し

さん  

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法   窓口または電話でお申し込みください。 

申込期限   5月 9日（木） 

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。 

  

 

 ㉓ 子どもいけばな教室 
 
 子どもたちがいけばなを楽しく体験し、日本の伝統文化を愛する心を養うため、子どもいけば

な教室の参加者を募集します。 

日時  5月 18日、6月 15日、7月 20日、8月 17日、9月 21日、10月 26日、11月 30日、 

12月 21日の土曜日 午前 10時～11時 30分 

※発表会は 1月 18日（土）、19日（日） 

場所 笠間公民館 ふれあいルーム A（笠間市石井 2068-1） 

   ※10月 26日（土）はみなみ公民館 

※発表会は笠間ショッピングセンターポレポレシティ 

講師 小原流：備
びん

海
かい

 恵子
け い こ

さん、長久保
な が く ぼ

 道子
み ち こ

さん 

       専正池坊：山本
やまもと

 良
よし

江
え

さん 

対象 小学 1年生～中学 3年生 

定員 30 名 

参加費 800円/回 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問  備海 恵子 ℡ 0296-75-2912    山本 良江 ℡ 0296-72-2366   長久保 道子 ℡ 0296-74-2026 

 

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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 酒米田んぼのオーナー制度 
 
【酒米田んぼのオーナー】 

環境に優しい米づくりを応援してくださるオーナーを募集しています。自然の営みによって育

まれたお酒をつくることで、地域の食文化や自然環境を守り、環境保全型農業に取り組んでいる

生産者や地域全体を応援することに繋がります。 

内容 オーナー自身が育てた米でつくるオリジナル純米酒四合瓶（720ｍｌ）6本を翌年 4月初旬

頃までに発送します。 

定員 200 口 

参加費 1 口 10,000 円 

申込方法 メールまたは FAXでお申し込みください。 

【大自然の酒米田うえ会】   

自ら育てた酒米で作った純米酒を手にできる「酒米田んぼのオーナー制度」の事業として、酒米

の田植え体験を行います。おいしいお米からできる、オリジナル地酒を一緒に作ってみませんか。 

日時 5月 19日（日）受付：9時 30分 小雨決行、雨天順延：5月 26日   

場所 岩間体験学習館「分校」（笠間市上郷 1742-1） 

定員 50 名（先着順） 

参加費 中学生以上：700円 小学生：300円 未就学児：無料（食事、保険代を含む） 

※小学生以下は必ず保護者同伴でご参加ください。 

申込方法 代表者氏名、住所、日中連絡のとれる電話番号、参加人数を電話、メールまたは 

FAXでお申し込みください。 

申込期限 5月 15日（水） 
 

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 

 

 

 ㉔ いばらき防災大学 
 
市では、防災について総合的、体系的に学び地域防災のリーダーとなる「防災士」の資格取得

を目指す方に 5,000円の経費助成を行います。 

茨城県が開催する「いばらき防災大学」を受講し、「防災士」の資格を取得しませんか。 

自主防災組織をはじめ、行政区、消防団等で活動されている方や、企業、学校等の防災担当者、

防災に関心のある方は、ぜひ応募ください。 

日時 第 1日目：6月 29日（土）午前 9時 30分～午後 4時 20分 

第 2日目：6月 30日（日）午前 9時 45分～午後 4時 20分 

第 3日目：7月 14日（日）午前 9時 25分～午後 4時 30分 

第 4日目：7月 27日（土）午前 9時 45分～午後 2時 25分 

場所 鹿嶋勤労文化会館（鹿嶋市宮中 325-１） 

対象 全日程に出席できる方 

定員 20名（先着順） 

費用 受験料 11,000円（教本代、受験料、認証登録申請料） 

※このうち、5,000円を助成します。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 5月 24日（金） 

申・問   総務課（内線 245）笠間支所地域課（内線 72112）岩間支所地域課（内線 73122）  
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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 
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 ㉗ 5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 

1日（水） 

～5日（日） 
午前 9時 30分～午後 4時 献血 

笠間芸術の森公園

イベント広場 

（陶炎祭会場内） 

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 

16日（木） 午後 0時 30分～1時 
子宮頸がん 

乳がん検診 
笠間公民館 

保健センター 

℡  0296-77-9145 

18日（土） 午前 9時～正午 自然観察会 
福ちゃんの森公園 

周辺 

環境保全課 

内線 125 

21日（火） 午後 1時 30分～3時 健康講座 保健センター 
保健センター 

℡  0296-77-9145 
 

◆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【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 

☆2019.3.31現在≪登録状況≫ 3,607人（男性）841人（女性）2,766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  

 

 
   QRコード 

 ㉖ あたご  ふれあい寄席 
 
「笑点」でお馴染みの林家

はやしや

 木
き

久
く

扇
おう

さんの弟子、林家
はやしや

 扇
せん

兵衛
べ え

さんによる寄席をお楽しみください。 

日時  5月 5日（日・祝）午後 2時 30分～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） 

定員 70名 

参加費 大人：1,000円 高校生以下：500円 （前売券あります） 

申込方法 電話でお申し込みください。   

申込期限 残席があれば当日申し込みも可能 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

⑩ページ    【回覧】 次号は  4月  25日発行    第 31-3号 

 


