
■お知らせ 

① 春の全国交通安全運動を実施します 

② 有害鳥獣捕獲を実施します 

③ 飼い犬・猫の不妊去勢手術費の一部を補助します 

④ 草刈機の使用中の事故に注意しましょう 

⑤ 農業用廃プラスチックの回収を行います 

⑥ オオキンケイギクの抜き取りを実施します 

⑦ 野生のこしあぶらについて情報提供に 

 ご協力ください 

⑧ 子どもを水の事故から守りましょう 

⑨ 実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します 

⑩ 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 

⑪ 高齢者肺炎球菌予防接種を実施します 

⑫ 男性の風しん抗体検査・予防接種を実施します 

⑬ 健康診査（5・6月分）を実施します 

⑭ 大学教授による無料法律相談会を開催します 

⑮ 中途失明者緊急生活訓練事業を実施します 

■趣味・体験 

⑯ 第 55回   いばらき看護の祭典 

⑰ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～ 

⑱ 社会福祉協議会 ボランティア養成講座 

⑲ あたごハイキング 

⑳ 端午の節句 こいのぼり展 

㉑ 婚活相談会 

㉒ 友部駅前フリーマーケット 

㉓ カサマルシェ 

㉔ カサマルシェ コラボ企画   

 「旬の野菜を使った料理教室」 

㉕ 読み語りの会 プラスワン 

㉖ 女声アンサンブル・萌 第7回  ホームコンサート 

㉗ 絶対枯れない「プランツリウム」 

㉘ 歌声喫茶 ～あのとき君は若かった～ 
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 ①  春の全国交通安全運動を実施します 
 
 県民一人ひとりが広く交通安全の意識を高め、ルールの遵守とマナーの実践を習慣付け、交通

事故防止の徹底を図ることを目的として、春の全国交通安全運動が県内一斉に実施されます。 

市でも、交通安全協会および交通安全母の会の協力により、市内通学路で早朝立哨や交通指導

車によるパトロールを実施します。 

運動期間   5月 11日（土）～20日（月） 

スローガン 「あぶないよ 画面見ないで 前を見て」 

運動の重点     （1）子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止 

 （2）自転車の安全利用の推進 

 （3）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

 （4）飲酒運転の根絶 

問 市民活動課（内線 135） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 飼い犬・猫の不妊去勢手術費の一部を補助します 
 
市では、犬猫の無秩序な繁殖を抑制する不妊去勢手術を推進するため、飼い犬、飼い猫の不妊

去勢手術費用の一部を補助する事業を実施しています。 

飼い主として適正な飼養に努めていただき、繁殖を望まない犬猫への不妊去勢手術の実施は責

務としてご理解をお願いします。 

対象 ・本市に居住し住民基本台帳等に登録されている方が飼養する犬猫。 

・狂犬病予防法に基づく登録および予防注射を受けている犬。 

・飼い主が明確で、名札等を装着している猫。 

・市内の動物病院で当該年度内に手術を実施する犬猫。 

・当該年度 1世帯あたり犬猫の合計 5頭以内。 

・市税を滞納している方と、営利目的で飼養している方は除きます。 

補助額 種類 手術内容 補助金額 

 犬 不妊・去勢 2,000円 

 
猫 

不妊 4,000円 

 去勢 3,000円 

申請方法   ・ 手術前に、印鑑と猫の場合は首輪等の確認できる写真を持参し、環境保全課窓口で

    申請してください。 

        ・窓口で交付した申請（同意）書を市内の動物病院へ提出し、可能であれば手術を

           実施してください。 

        ・手術費用を支払いの上、領収書（写し可）と補助金の 請求書、実績報告書を動物

        病院または窓口に提出してください。 

申請期限  2020年 3月 31日（火） 

※犬は先着 60頭、猫は予算がなくなり次第終了です。 

※手術を中止した場合は、届出の提出が必要です。また、不正等が確認された場合は、交付決定   

    を取り消すことがあります。 

申・問 環境保全課（内線 125） 

 

  

 

 ② 有害鳥獣捕獲を実施します 
 
 農作物への被害を防止するため、笠間市鳥獣被害対策実施隊と、城里町鳥獣被害対策実施隊に

よる有害鳥獣捕獲を実施します。 

実施期間   5月 11日（土)～6月 16日（日）日の出～日没 

実施区域 笠間市内全域 

捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン 

捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲 

     銃器による捕獲を実施する区域には、当日広報車でお知らせします。 

※わなが仕掛けてある周辺には、看板が設置されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 地域捕獲団体については各地域において、箱わなによる捕獲を実施しています。 

問 農政課（内線 527） 

 

 
 

この周辺に 

  イノシシを捕まえるための 

       わな があります。 

笠間市鳥獣被害対策実施隊・笠間市 

注 意 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 農業用廃プラスチックの回収を行います 
 
次の日程で、回収を実施します。回収を希望する方は、事前に廃棄事業者としての登録が必要です。 

【登録】 

期限  5月 31日（金） 

場所 農政課（笠間市中央 3-2-1） 

持ち物 印鑑 

【回収】 

地区 日時 場所 

笠間 
  6月 19日（水） 

12月    6日（金） 
午前 9時 30分～正午 

JA常陸笠間営農経済センター 

（笠間市飯合 146） 

友部 

岩間 

  6月 26日（水） 

12月 13日（金） 

JA常陸友部花卉センター 

（笠間市湯崎 1231-1） 

農業用ビニール 統一マーク農ビのプリントがされているもの 

農業用ポリエチレン 被覆用ポリフィルム、マルチフィルム、園芸用ポット、園芸用育苗トレイ、

          水稲育苗箱、肥料袋など 

【費用】 

年間登録料 1戸あたり 1,000円（登録有効期間 2019年 4月 1日～2020年 3月 31日まで） 

回収費 農業用ビニールは 1キログラムあたり 9.7円 

    農業用ポリエチレンは 1キログラムあたり 31.4円 

※排出した農業用ビニール、農業用ポリエチレンの重量を測定し、排出した量に応じて、登録料 

と併せて後日請求します。 

申・問 農政課（内線 528） 

 

 

 ④ 草刈機の使用中の事故に注意しましょう 
 
 例年、各土地改良区や水利組合等の草刈り作業で、思いがけない事故が発生しています。 

 特に刈払機の使用時には、周りと充分な間隔を取り、細心の注意を払って安全な作業をこころ

がけてください。 

問 農政課（内線 529） 

 

  

 

 ⑥ オオキンケイギクの抜き取りを実施します 
 
 北米が原産のオオキンケイギクは、道路沿いなどで黄色い花を咲かせ、年々その量、生育地を

拡大しています。この花は繁殖力が非常に強いため、在来種（昔から日本にあった種類）に影響

をおよぼすことから「特定外来生物」に指定されており、植えたり移動したりすることが法律で

禁止されています。 

 市では、かさま環境を考える会などの市民団体と協働で、今年もオオキンケイギクの抜き取り

作業を行います。ご協力いただける方は、事前にお申し込みください。 

日時 5月 25日（土）午前 9時～正午（荒天の場合は 26日（日）に延期） 

集合場所 笠間市役所本所（笠間市中央 3-2-1） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 5月 17日（金） 

オオキンケイギクについて 

○特徴 多年生草本、高さ：30～70センチメートル、花期：5～9月頃、頭状花（直径 5～7セン    

チメートル）、黄橙色 

○処理するときの注意 根から引き抜き、種の飛散がないようにその場で 2～3日天日にさらすなど枯          

 死させた後、ビニール袋などに密閉して燃えるごみとして処分してください。 

※ 特定外来生物に関する法律、規制内容など詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。 

  環境省外来生物に関するホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/ 

申・問 環境保全課（内線 125） 
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 ⑦ 野生のこしあぶらについて情報提供にご協力ください 
 
 福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、茨城県の特用林産物は依然とし

て放射性物質の影響を受けています。平成 30年 5月には、厚生労働省の買上検査における放射性

セシウムの基準値超過により、城里町産の野生のこしあぶらに対して出荷制限が指示されました。 

 つきましては、出荷制限等対象外市町村においてモニタリング検査が必要となったため、野生

のこしあぶらの生息地を知っている方は、ご連絡ください。 

問 農政課(内線 529) 

 

  

 

 ⑧ 子どもを水の事故から守りましょう 
 
 農作業が盛んになる季節は、梅雨や大雨によりため池や河川の増水が予想されます。水深が 1

メートル以上となる場所もあり、思わぬ事故が発生することも予想されたいへん危険が伴います。 

 これから大型連休に向かい、子どもたちの痛ましい事故を未然に防ぐため、水場で遊ばないよ

う家族で話し合ってください。 

 水場で遊んでいる子どもたちを見かけたら、地域の皆さんでお声がけをお願いします。 

問  農政課（内線 529） 笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0531 

  石岡台地土地改良区 ℡ 0299-22-2010  霞ヶ浦用水土地改良区 ℡ 0296-43-0885 

 

 ⑩ 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  5月 20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 

 

 

 ⑨ 実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します 
 
 市内在住で、市内および市外の小･中･義務教育学校等に通学する小学生と中学生を対象に、

実用英語技能検定受験費用の一部を助成しています。 

期日 第 2回：10月 6日（日）  第 3回：2020年 1月 26日（日） 

場所 笠間市立友部第二小学校ほか 

   ※在籍校により期日、場所が異なるため各校英検担当者に確認してください。 

   ※準 1級および 1級は会場が異なります。 

対象 市内在住で、市内および市外の小中学校等に通学する小学 5、6年生と中学生   

自己負担額  小学生は 5級以上 900円。中学 1年生は 4級以上、中学 2、3年生は 3級以上 1,200円。

        検定料から自己負担額を差し引いた額を、同一年度 1回のみ助成。 

        ※中学1年生については、4級以上が助成対象です。（広報かさま4月号の内容を訂正します。） 

申込方法  市外の小中学校等に通学している方は窓口で直接お申し込みください。申請書と専用封筒は

       備え付けてありますので、検定料を添えて提出してください。市内小・中・義務教育学校に

       在籍する方は、直接学校へお申し込みください。 

申込期限 第 2回：9月 6日（金） 第 3回：11月 29日（金） 

申・問    学務課（内線 379） 

  

 

 
④ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 高齢者肺炎球菌予防接種を実施します 
 
 国の制度改正により高齢者を対象とした肺炎球菌の定期予防接種について、平成 31年度から 5

年間引き続き費用の一部助成が行われることになりました。対象者は予防接種法により年度毎に

定められており、対象となる年度のみ 1回、接種費用の助成が受けられます。 

 接種を希望する方は、機会を逃さないようにご注意ください。 

対象  次の(1)または(2)に該当する方 

   (1)平成 31年度に次の年齢となる方   

年齢 対象年月日 

65歳 昭和 29年  4月 2日生～昭和 30年  4月 1日生の方 

70歳 昭和 24年  4月 2日生～昭和 25年  4月 1日生の方 

75歳 昭和 19年  4月 2日生～昭和 20年  4月 1日生の方 

80歳 昭和 14年  4月 2日生～昭和 15年  4月 1日生の方 

85歳 昭和    9年  4月  2日生～昭和 10年 4月 1日生の方 

90歳 昭和    4年  4月  2 日生 ～昭和  5  年  4月 1日生の方 

95歳 大正 13 年  4月  2日生～大正 14 年  4月 1日生の方 

100歳 大正    8 年  4月  2日生～大正  9  年  4月 1日生の方 

     (2) 60～65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制

        限される程度の障害やヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど

        不可能な程度の障害がある方 

※すでに定期接種した方や任意接種した方は、定期接種の対象となっても助成の対象になりません。 

助成金額 3,000円 

接種期間 2020年 3月 31日（火）まで 

接種方法  市内の医療機関…直接医療機関に申し込んで接種してください。 

     市外の医療機関…事前に保健センターで、予診票の交付を受けてから接種してください。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

 ⑫ 男性の風しん抗体検査・予防接種を実施します 
 
 風しんの予防接種を公的に接種する機会のなかった男性を対象に、風しん抗体検査・予防接種

を実施します。 

対象  昭和 37年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日に生まれた男性 

    今年度は、昭和 47年 4月 2日～昭和 54年 4月 1日に生まれた男性にクーポン券を送付し

    ます。（5月中旬ごろ） 

    抗体検査後、十分な量の抗体のない方が定期接種の対象となります。 

費用  無料 

実施期限 2020年 3月 31日（火） 

実施方法 協力医療機関に事前に予約をしたうえで、検査・予防接種を受けてください。 

※ 協力医療機関は厚労省ホームページからご確認ください。 

※ 昭和 37年 4月 2日～昭和 47年 4月 1日に生まれた男性で、クーポン券の発行を希望される方

 は保健センターにお電話ください。 

※ 抗体検査の結果は、受診機関によって約 1か月かかる場合があります。期間内に検査、予防接

  種が完了するようにしてください。 

問 保健センター  ℡ 0296-77-9145 
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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。（24時間 365日対応） 

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           ⑤ページ 

      

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 健康診査（5・6月分）を実施します 
 
 あなたの健康を守るために年に 1回は健診を受けましょう。ご連絡をいただいた時点で受付を

終了している場合もあります。そのほかの日程や詳細については、「保健センター年間予定表」 

（P1～5）をご覧ください。 

【要予約】胃がん検診のある健康診査 

健診項目： 特定健診、生活習慣病予防検診、高齢者健診のいずれか、結核、肺がん検診、胃がん検診、

       大腸がん検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）で希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

   6月    9日（日） 

午前 7時～10時 30分 

（1時間毎に受付） 

笠間公民館 
   6月 11日（火） 

   6月  18日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

   6月  25日（火） 保健センター（地域医療センターかさま内） 

※胃がん検診は、胃や腸の病気で治療中の方、手術をした方、当日の血圧が著しく高い方など受

  診できない場合もあります。 

【要予約】子宮頸がん検診・乳がん検診 

健診日 受付時間 健診場所 

◎5月 16日（木） 午前 10時～10時 30分 

（乳がん検診のみ） 

午後 0時 30分～１時 

（子宮頸がん・乳がん検診） 

◎印は午後のみの検診です。 

笠間公民館 
 6月 30日（日） 

6月   4日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

◎6月 13日（木） 保健センター（地域医療センターかさま内） 

※子宮頸がん、乳がん検診は医療機関でも受診できます。実施期間、詳細はお問い合わせください。 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申・問 保健センター  ℡ 0296-77-9145 (笠間市南友部 1966-1) 
 
【予約不要】胃がん検診のない健康診査 

健診項目：  特定健診・生活習慣病予防検診・高齢者健診のいずれか。結核・肺がん検診、大腸がん

       検診、前立腺がん検診、肝炎ウイルス検査（B型、C型）の検診で希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

    6月 17日（月） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

    6月 19日（水） 
午前 10時～11時 30分 

午後 1時 30分～2時 30分 

笠間ショッピングセンターポレポレ 

（ポレポレルーム） 
    6月  20日（木） 

    6月  21日（金） 

    6月  24日（月） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
保健センター（地域医療センターかさま内） 

    6月  26日（水） 
午前 10時～11時 

午後 1時 30分～2時 30分 
大橋公民館 

    6月  27日（木） 午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 

保健センター（地域医療センターかさま内） 

    6月  28日（金） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 

 
 ⑥ページ           猫は屋内で飼いましょう。 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ 中途失明者緊急生活訓練事業を実施します 
 
 視覚障がいにより日常生活に支障をきたしている方に、必要な相談、指導、訓練を行います。 

実施期間 5月中旬頃から 2020年 3月中旬頃まで 

場所 茨城県立視覚障害者福祉センター、または指導員派遣による訪問指導 

定員 15名程度（指導は原則、個別で行います。） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

※随時受け付けを行います。詳細はお問い合わせください。 

申 社会福祉課（内線 154） 

問 （福）茨城県視覚障害者協会 茨城県立視覚障害者福祉センター  ℡ 029-221-0098 

     HP http://ibacenter.la.coocan.jp/ 

  

  

 

 ⑭ 大学教授による無料法律相談会を開催します 
 
日時  5月 22日（水）、31日（金）、6月 12日（水）、24日（月）  

             午前 10時～午後 3時（正午～午後１時を除く） 

場所 笠間市消費生活センター 地域交流センターともべ        内（笠間市友部駅前 1-10） 

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。 

   ・お受けできるのは相談のみです。 

   ・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。 

講師 大学教授 山口
やまぐち

 康夫
やすお

さん 

対象 笠間市在住の方 

定員 各日 4名（要予約、先着順） 

申込方法 電話でお申込みください。 

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-73-6877 

 

 ⑯ 第 55回   いばらき看護の祭典 
 
 看護の心、助け合いの心を育むきっかけとなるよう誰もが気軽に看護に触れることのできる

「いばらき看護の祭典」を開催します。 

日時 5月 18日（土）正午～午後 3時 30分 

場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館 ホール（水戸市千波町東久保 697） 

申  (公社)茨城県看護協会 ℡ 029-221-6900 HP https://www.ina.or.jp/ 

平成   31年   4月 25日 第  31‐ 3  号 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。    ⑦ページ 

 

 ⑰ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～ 
 

 子育てをがんばっているママさんも時にはリフレッシュしましょう。託児付きですので、ぜひ

お子さんと一緒にご参加ください。 

日時    5月 27日（月）午前 10時 30分～11時 30分 

場所 笠間市児童館 遊戯室（笠間市南友部 1966-1） 

講師 セラピスト 菊池
き く ち

 聡子
さ と こ

さん 

対象 市内在住の 0～2歳のお子さんとその母親 

定員 10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。 

申込期間 5月 7日（火）～24日（金） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 社会福祉協議会 ボランティア養成講座 
 
講座名 日時 場所 講師 その他 

読み聞かせ 

ボランティア 

毎月第 3木曜日 

午前 10時～正午 

地域福祉センター 

ともべ A館 

フリーアナウンサー 

高信
たかのぶ

 佳子
け い こ

さん 

全11回 

申込期限：6月 7日（金） 

傾聴 

ボランティア 

6月19日、26日(水)  

7月 3日（水） 

午前 9時 15分 

～午後 0時 15分 

シニアピア 

カウンセラー  

安西
あんざい

 健二
け ん じ

さん 

全3回 

女性の 

食事づくり 

ボランティア 

6月6日、20日（木） 

7月4日、18日（木） 

午前 9時 30分 

～午後 1時 栄養士  

小澤
お ざ わ

 美智子
み ち こ

さん 

全 5回（食事会を含む） 

参加費：4,000円 

(材料代、食事会費など) 

 
男性の 

食事づくり 

ボランティア 

6月11日、25日（火） 

7月9日、23日（火） 

午前 9時 30分 

～午後 1時 

地域福祉センター 

いわま 

対象 講座終了後に、ボランティア活動に協力していただける方 

定員 各回 20名（応募者多数の場合は抽選） 

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

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

  

 
 ⑲ あたごハイキング 
 
 新緑の自然豊かな愛宕山を 5月のさわやかな風を感じながら、当館スタッフと一緒にハイキン

グをしませんか。 

日時   5月 19日（日）午前 9時 30分～午後 3時 受付：午前 9時～※小雨決行 

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  約 20名 

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 実施日前日まで 

持ち物 お弁当、飲み物、タオル、雨具、動きやすい服装でご参加ください。 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357  

  

 

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。 

 

 ⑳ 端午の節句 こいのぼり展 
 
 子どもの健やかな成長を願い、こいのぼり展を開催します。入場料は無料ですので、ぜひお越

しください。 

日時 4月 20日（土）～5月 31日（金）午前 9時～午後 4時 

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
あんどう

 ℡ 0296-72-2126 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ カサマルシェ コラボ企画 「旬の野菜を使った料理教室」 
 
 カサマルシェで取り扱っている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  5月 25日（土） 午前 9時～10時 

場所 友部公民館 調理室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 レンジで簡単!米粉のかしわ餅&トマトの具だくさんスープ 

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 5月 20日（月） 

申・問 農政課 (内線 528) 

 

 

 

 ㉓ カサマルシェ 
 
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。今回は友部公民館前庭で開催します。地元のこだわり農産物や人気の加工品がそろ

う直売マルシェに、どうぞお越しください。 

日時 5月 25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） 

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） 

 ㉑ 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、お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 5月 19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 

  

  ㉒ 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、昔懐かしいレトロな商品や、地元

で取れた新鮮な野菜なども出店しています。    また、出店者も随時募集していますので、お気軽

にお問い合わせください。 

日時 5月 26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 
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 ㉘ 歌声喫茶  ～あのとき君は若かった～ 
 
 懐メロ、昭和歌謡等をみんなで大きな声で歌い楽しみましょう。 

日時  5月 25日（土）午後 1時 30分～約 2時間  

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

出演 グラウンドワーク笠間専属バンド：ゴールデンサウンズ 

定員 50名（先着順） 

参加費 700円（お飲み物とあんまん付き） 

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 5月 22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。 

 

 

 

 ㉗ 絶対枯れない「プランツリウム」 
 
 フェイク植物でガラスのティーポットの中に小さなお庭を作りませんか。 

日時  5月 23日（木）午後 1時～3時 

場所 地域交流センターともべ      （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 美
み

千花
ち か

さん 

定員 10名（先着順） 

参加費 2,500円 

申込方法 電話でお申し込みください。  

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

 

 ㉕ 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。どなたでもお気

軽にお越しください。 

日時  5月 21日（火）午後 1時 30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 「めずらしい人」作/川端
かわばた

 康
やす

成
なり

、「月夜とめがね」作/小川
お が わ

 未明
み め い

、「五郎助奉公」作/斉藤
さいとう

 隆
りゅう

介
すけ

 

   「いのちをいただく」作/内田
う ち だ

 美智子
み ち こ

、「華蔵院
け ぞ う い ん

のネコ」/ひたちなか市民話 

参加費 無料 

問 読み語りの会 プラスワン 小林  ℡ 080-1207-2954 

 

 

⑩ページ    【回覧】 次号は  5月  9日発行    第  1-  4号 

 

 ㉖ 女声アンサンブル・萌   第 7回  ホームコンサート 
  
 日頃の練習の成果を発表します。入場料は無料ですので、ぜひお越しください。 

日時 5月 12日（日）開場：午後 1時 30分 開演：午後 2時 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

問 女声アンサンブル・萌 石
いし

﨑
ざき

 ℡ 0296-72-7068 

  

 


