
■お知らせ 

① 農業振興地域整備計画の総合見直し 

 を行います 

② 栗産地強化支援事業(栗苗植栽補助事業)の 

  説明会を行います 

③ ごみを出すときは ｢ごみの分け方、出し方｣ 

  を確認しましょう 

④  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 

⑤ 笠間観光協会臨時職員を募集します 

⑥ 木造住宅の耐震改修に係る費用の一部を 

  補助します 

⑦木造住宅耐震診断事業を実施します 

⑧ 住宅・店舗リフォーム促進補助金 

  をご利用ください 

⑨ 健康診査（7月分）を実施します 

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 

■趣味・体験 

⑪ 大好きいばらき就職面接会 

⑫ 認知症サポーター養成講座 

⑬健康講座 腰痛予防教室 

⑭ スポーツ吹矢体験教室 

⑮ 2019笠間フレンドシップインディアカ交流大会 

⑯ 合気道教室 

⑰ 星の図書館Ⅱ 

  ～星好きアーティスト達の星のアート展 

⑱ 茨城郷土部隊の戦時史料展  

⑲ 友部駅前フリーマーケット 

⑳ 第 47回 花と緑の環境美化コンクール 

㉑ 第 14回 全国手話検定試験 

㉒ 読み語りの会 プラスワン 

㉓ 酒米田んぼのオーナー制度 

 「生きもの田んぼ鑑定会」 

㉔ ハープコンサート 
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 ①  農業振興地域整備計画の総合見直しを行います 
 
 市内の優良農地は、「笠間農業振興地域整備計画」に基づいて保全されています。この計画は

おおむね 5年ごとに調査を行い、総合的な見直しを行います。 

 この計画で設定されている農業振興地域内の農用地は、原則として農地の転用が認められてい

ないため、農地を農業以外の目的で利用する場合は、事前に農業振興地域内の農用地からの除外

（農振除外
のうしんじょがい

）の手続きが必要です。 

農振除外手続き  

「農振除外」の受け付けは例年 4月下旬、8月下旬、12月下旬を期限としていますが、計画の総

合見直しに着手すると、1年間半程度、「農振除外」手続きの受け付けができなくなります。その

ため、令和元年度（2019 年）から翌年度（2020年）にかけて、農地の転用を予定している場合

は、8月 20日（火）までに「農振除外」の手続きを行ってください。 

※ 農振除外要件を満たしたうえで、農地法をはじめ、その他関係法令の許可見込みがないと農振

  除外はできませんので、農地の選定は十分に検討してください。 

申・問 農政課（内線 540） 

 

【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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 栗産地強化支援事業(栗苗植栽補助事業)の説明会を行います 
 

 市における栗の安定的な生産のため、計画的な苗木の新植や品種更新を推進し、品質向上によ

る生産振興を図ることを目的に苗木の購入費を助成します。事業内容について説明会を行います

ので、参加を希望する方はお申し込みください。 

日時 6月 26日（水）午後 3時 

場所 笠間市役所 本所 2 階 会議室 

対象 栗の栽培を予定している方 

定員 50名程度 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 6月 25日（火） 

申・問 農政課（内線 526） 

 

 
 ③ ごみを出すときは｢ごみの分け方、出し方｣を確認しましょう 
 
 可燃ごみの中に、不燃ごみが混ざっていることが見受けられます。可燃ごみを焼却するときに

不燃ごみが混ざっていると、焼却設備に不具合を起こすなど処理に支障をきたしますので、可燃

ごみの中には、不燃ごみを絶対に入れないでください。 

 また、不燃ごみの中に再生可能な資源物（缶、びん等）が入っていることもありますので、ご

みの減量化と再資源化のため、正しく分別して集積所に出すようお願いします。 

【資源物の出し方】 

 缶：水洗いして出してください。 

 びん：ふたを取って水洗いして出してください。割れていても再生可能です。 

 ペットボトル：ラベルとキャップを取って、水洗いして出してください。  

問 環境保全課（内線 127） 

 

  

 

  

 

 ④ 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 令和 2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。 

展覧会 写実絵画のいまむかし 

会期 5月 25日（土）～7月 28日（日） 

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ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 木造住宅の耐震改修に係る費用の一部を補助します 
 
市では、木造住宅の倒壊による災害を防止し、震災に強いまちづくりを推進するため、住宅の

耐震改修設計や、耐震改修工事を行う方を対象に、その費用の一部を補助します。 

対象住宅 

・市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（住宅以外の床面積が過半でないもの）

で、階数が 2階以下かつ延べ床面積 30平方メートル以上のもの。 

・昭和 56年 5月 31 日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。 

・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。 

 ※丸太組工法（ログハウス）およびプレハブ工法などは対象外です。 

・耐震診断を受けて、上部構造評点（耐震性の評価）が 1.0 未満であること。 

対象者 

・対象住宅の所有者で市税を滞納していない方。 

・自己または 2親等以内の親族の居住の用に供するために事業を行う者であること。 

補助対象事業と補助率 

【耐震改修計画事業(設計)】 

  耐震診断を実施した後、補助対象建築物の上部構造評点を 1.0以上に向上させるために耐震

改修計画(設計)を作成する事業  

  ※補助率：事業に要した費用の 2/3以内（10 万円が限度） 

【耐震改修工事事業】 

  耐震改修計画に基づき、改修工事を行う事業であって、当該工事により建物の上部構造評点

が 1.0以上となるもの。ただし、当該計画を作成した診断士が工事監理を行うことを条件と

する。 

  ※補助率：事業に要した費用の 23％以内（30 万円が限度） 

募集戸数 各事業につき１戸 

申込期間 6月 3日（月）～ 9月 30日（月）（予定戸数に達した時点で受け付けは終了となります。） 

申込方法 事前に窓口までご相談ください 

申・問 都市計画課（内線 586） 

 

 

 

 ⑤ 笠間観光協会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時間以内（午前 10 時～午後 3時） 

勤務地 あたご天狗の森スカイロッジ（笠間市上郷 2775-7） 

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、要普通免許 

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 

  

 

   デマンドタクシーかさま 予約センター  ℡ 0296-70-9000       
     おかけ間違いにご注意ください。             ③ページ 
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 ⑦ 木造住宅耐震診断事業を実施します 
 
 この事業は、一定の条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、専門的知識を

有する「木造住宅耐震診断士」を派遣して耐震診断を行い、木造住宅の耐震性能の確認や耐震化

の意識の啓発を図ることを目的とした事業です。 

診断概要   

・茨城県知事が認定した「茨城県木造住宅耐震診断士」を派遣します。 

・建築物の耐震性を目視および建築時の図面により診断します。 

 ※この診断は、あくまで耐震補強の必要性の有無について判定することを目的としています。 

対象住宅  

・市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（住宅以外の床面積が過半でないもの）

 で、階数が 2階以下かつ延べ床面積 30平方メートル以上のもの。 

・昭和 56年 5月 31日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの。 

 ※建築年、建築概要が建築確認通知等で確認できること。 

・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの。 

 ※丸太組工法（ログハウス）およびプレハブ工法などは対象外です。 

 ※東日本大震災により被災した住宅で罹災証明書の判定区分で「半壊」以上の判定を受けた住

  宅は対象外です。 

対象者  上記の対象住宅の所有者で、税の滞納をしていない方。 

診断費用 個人負担 2,000円 

募集戸数 9戸 

申込期間 6月 3日（月）～9月 30日（月）（予定戸数に達した時点で受け付けは終了となります。） 

     ※診断実施は 10月からを予定しています。 

申込方法 申請書に必要書類を添付のうえ、窓口に提出してください。 

※悪質な業者による勧誘にご注意ください。市から訪問や電話により、耐震診断を勧めることは

 ありません。 

申・問 都市計画課（内線 586） 

 

  ⑧ 住宅・店舗リフォーム促進補助金をご利用ください 
 
商工会では、市内施工業者による快適な住環境や商業施設の整備への支援を通じて、地域経済

の活性化を図ることを目的に、住宅・店舗リフォーム促進補助金事業を開始します。住宅では最

大 10万円（補助率：10％）、店舗では最大 20万円（補助率：20％）の補助金を助成します。 

対象工事  市内の施工業者による建物に係る増築、修繕、改修等の 10万円以上（税別）の工事 

                      ※ 電気設備や通信設備等の設置・取替えのみの工事、補助金交付決定前に着工した工

       事は、対象外です。 

対象建物  住宅：申請者が市内に所有し、居住の用に供する建物 

                      店舗：市内で小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス 業を営んでいる建物 

申込方法  工事着工前に交付申請書および添付書類を添えて、窓口に提出してください。 

      ※郵 送での受け付けはできません。 

申・問  笠間市商工会 友部事務所（笠間市東平 2-3-3） 

     ℡   0296-77-0532 URL http://www.kasama-shoko.jp 

 

  ｢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。 
④ページ     http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 健康診査（7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。そのほかの日程や詳細は「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 

7月   4日（木） 午前 7時～10時 30分 

（1時間毎に受け付け） 

笠間公民館 

7月   8日（月） 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 

   7月   3日（水） 
乳がん検診のみ：午前10時～10時30分 

子宮頸がん・乳がん検診：午後0時30分～１時 

◎印は午後のみの検診です。 

地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

◎ 7月20日（土） 保健センター（地域医療センターかさま内） 

7月29日（月） 笠間公民館 

※子宮頸がん、乳がん検診は医療機関でも受診できます。事前手続きが必要です。 

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 

7月   5日（金） 
午前 9時 30分～11時 

午後 1時 30分～2時 30分 

稲田公民館 

（旧いなだ保育所側） 

7月   9日（火） 

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） 
7月 10日（水） 

7月 16日（火） 
地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

7月 17日（水） 

7月 23日（火） 
笠間公民館 

7月 24日（水） 

※対象地区は保健センター年間予定表（P3、4）をご覧ください。対象地区以外でも受診できます。 

※大腸がん検診は健康診査日に採便容器を配布し、後日指定された日に提出となります。 

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。 

 

 
 

   猫は屋内で飼いましょう。           ⑤ページ 
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 ⑪ 大好きいばらき就職面接会 
 
 県内企業を集めた面接会を実施します。事前申し込み不要、参加費無料です。履歴書を複数枚

お持ちいただき、ぜひご参加ください。詳細はホームページをご確認ください。 

 土浦会場 水戸会場 

日時 
6月 26日（水） 7月 11日（木） 

   午前の部：午前 10時 30分～午後 0時 30分 午後の部：午後 2時～4時 

場所 ホテルマロウド筑波（土浦市城北町 2-24） ホテルレイクビュー水戸（水戸市宮町 1-6-1） 

対象 大学院、大学、短大、専修学校等（高校は除く）を令和 2年 3月卒業予定者、既卒未就職

   者（おおむね卒業後 3年以内） 

問 茨城県労働政策課 TEL 029-301-3645 

  HP  http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r1daisuki.html  

  

 

 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  6月 17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 

 

 

 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。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 7月 4日（木）午後 1時 30分～3時 受付：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） 

内容 認知症についての講話、寸劇など 

講師 茨城県認知症介護アドバイザー（キャラバンメイト） 

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 定員に達し次第締め切り 

申・問 地域包括支援センター ℡  0296-78-5871 

     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 

⑥ページ  ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 健康講座 腰痛予防教室 
 
 腰痛のある人だけでなく、症状のない人も、ぜひこの機会に腰痛のメカニズムや腰痛の予防法

について学び、健康づくりに役立ててください。 

日時 7月 2日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

講師 水戸赤十字病院 理学療法士 小森
こ も り

 礼子
あ や こ

さん、竹井
た け い

 拓也
た く や

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 6月 21日（金） 

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。 

 

 
 ⑭ スポーツ吹矢体験教室 
 
 腹式呼吸（吹矢式）で健康に良く、誰でも、いつでも、どこでも、簡単にできる生涯スポーツ

を体験してみませんか。申し込みは不要です。 

日時 6月 19日（水）午前 10 時～11時 30分 

場所 岩間公民館 大会議室（笠間市下郷 5140） 

参加費 無料 

持ち物 服装は普段着で、飲み物等は各自でご用意ください。用具は協会で準備します。 

問 （一社）日本スポーツウエルネス吹矢協会 笠間愛宕支部 担当 米川
よねかわ

 ℡ 0296-77-8934 

 

 ⑮ 2019笠間フレンドシップインディアカ交流大会 
 
インディアカとは、羽根のついた特殊なボールを手で打ち合う誰もが、楽しく、いつまでもで

きるスポーツです。「プレイできる楽しさ」と「人と出会う喜び」を広げるために開催します。 

日時 6月 23日（日）午前 9時 30分 受付：午前 8時 30分 

場所 岩間 B&G海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

対象 市内在住または、在勤でインディアカ愛好者や、初心者の方、一度インディアカを体験し

   てみたい方 

参加費 1人 200円（傷害保険料含む） 

    ※6月 15日（土）の事前説明会・練習会で集金します。 

申込方法 窓口で直接または FAXでお申し込みください。申込用紙は窓口に用意してあります。 

申込期限 6月 13日（木） 

※ 6月 15日（土）午後 7時 30分から岩間 B&G海洋センター会議室で事前説明会、練習会を開催

 します。 

申・問 事務局 石川
いしかわ

 淳
じゅん

 ℡・FAX 0299-45-2347  

 

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           ⑦ページ 
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 ⑰ 星の図書館Ⅱ～星好きアーティスト達の星のアート展 
 
 期間中は、図書館の棚や館内各所に、星をテーマにした絵画や写真、木刻などのアート作品や

図書を展示します。また、デジタルアート、星語り、星空観測会などを行いますので、ぜひご参

加ください。 

期間 6月 28日（金）～7月 24日（水） 

○デジタルアート「宇宙散歩」 

 プロジェクションマッピングクリエイティブディレクターのイシイキヨコさんによる星をテーマ

にしたデジタルアート映像で空間演出します。ゆったりとした神秘の空間、時間と雑踏から離れ

た異空間をお楽しみください。 

日時 7 月 7日(日）正午～午後 6時 30分 

定員 入場自由（満員の場合、入場制限があります） 
 
○言の葉と音楽で綴る星座からのメッセージ 

日時 7 月 13日（土）午後 3時 30分～4時 30分 開場：午後 3時 

出演 星読人：天音
あ ま ね

 晶
あ

加里
か り

さん  楽器：白木
し ら き

 智子
と も こ

さん、池田
い け だ

 和彦
かずひこ

さん 

定員 50名（先着順） 

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 6 月 22日（土）午前 9時～ 
  

○楽しい星の話と星空観測会 

日時 7 月 13日(土)午後 7時～9時（雨天時は星の話のみ開催します。） 

講師 岡村
おかむら

 典夫
の り お

さん  

定員 50名（先着順） 

申込方法 当日会場にお越しください。 
 

場所 笠間図書館 2階ホール（笠間市石井 2023-1） 

申・問 笠間図書館   ℡  0296-72-5046 

 

 

 

 

 ⑯ 合気道教室 
 
 笠間市体育協会合気道部は性別・年齢を問わず（ただし小学生以上）、どなたでも参加できる

合気道教室です。一緒に合気道で心身を鍛えてみませんか。見学だけの方も歓迎です。 

 岩間教室 笠間教室 

日時 
毎週火曜日  

午後 7時 30分～8時 30分 

毎週水曜日、隔週土曜日  

午後 7時～8時 

場所 岩間武道館（笠間市下郷 5022） 笠間武道館(笠間市石井 2068-1) 

講師 大和田
お お わ だ

 幸
ゆき

正
まさ

さん（六段) 秋本
あきもと

 英
ひで

裕
ひろ

さん（五段） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日・祝日を除く） 

申・問 片岡 ℡ 090-2560-6229 

 

  

 

 
⑧ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 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。ハンドメイドのアクセサリー、キーホ

ルダーや古着、昔懐かしいレトロな商品や人気上昇中のビーフカレーやオムライス、アップルパ

イ、焼き鳥などおいしい物、地元で取れた新鮮な野菜も出店します。お子さん（先着 30名）に

は、かき氷を用意して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 6月 23日（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 

 ⑳ 第 47回  花と緑の環境美化コンクール 
 
 チャレンジいばらき県民運動では、豊かな地域づくりを目指し、環境美化および集団活動にお

ける優れた取り組みを広め、花いっぱい運動が地域や団体に根ざした運動となるよう推進するこ

とを目的に、花いっぱい運動ですばらしい成果をあげている地域・団体・職場・学校を顕彰しま

す。ぜひご応募ください。 

一次審査 8月上旬予定 

二次審査 8月下旬予定 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。申込用紙はチャレンジいばらき県民運動のホームペ

     ージからもダウンロードできます。 

申込期限 7月 2日（火) 

申 生涯学習課（内線 385） 

問 生涯学習課 チャレンジいばらき 県民運動 ℡ 029-224-8120 

 ㉑ 第 14回   全国手話検定試験 
 
 全国手話検定試験が次のとおり実施されます。あなたのコミュニケーション能力を試してみま

せんか。ご興味のある方はお申し込みください。 

日程 10月 12日（土）5 級、4 級 

   10月 13日（日）3 級、2 級 

   10月 19日（土）準 1級、1級 

申込方法 インターネット（Webサイト）、コンビニエンスストアの端末機、郵送でお申し込みく

     ださい。詳しくはホームページをご覧ください。 

申込期間 6月 10日（月）～ 8 月 12日（月） 

申 ㈱ディスコ キャリタス資格・検定サポートセンター HP http://shikaku.career-tasu.jp/   

問 HP http://shikaku.career-tasu.jp/contact.htm  ℡ 0120-186011      

 

 

 

 ⑱ 茨城郷土部隊の戦時史料展 
 
茨城郷土部隊史料保存会では、戦争に関する貴重な史料の散逸を防ぎ、収集、保存、展示によ

って後世に継承し、戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供しています。 

 今回は水戸第二連隊によるペリリュー島での戦いや風船爆弾、霞ヶ浦海軍航空隊ほか陸海軍航

空部隊の沿革などについて紹介します。 

日時 7月 11日（木）～15日（月）午前 9時～午後 8時（土日祝は午後 5時まで） 

場所 茨城県立図書館 ギャラリー(水戸市三の丸 1-5-38)  

問 茨城郷土部隊史料保存会 髙田  ℡ 029-273-9021  

 

     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/           ⑨ぺージ
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 ㉒ 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  6月 18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 「女化
おなばけ

の話」/牛久の民話、「六月の蠅取り紙」作/ねじめ 正一
しょういち

、「花嫁」作/石垣
いしがき

 りん 

   「雨傘」作/川端
かわばた

 康
やす

成
なり

、「かぞえうた」/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 

 

  ㉓ 酒米田んぼのオーナー制度「生きもの田んぼ鑑定会」 
 
 「酒米田んぼのオーナー制度」の事業として、田んぼの生き物調査を行います。環境に配慮し

た米作りを行う自然豊かな上郷地区には、珍しい生きものがたくさん生息しています。さまざま

な生きものたちを見つけて、自然環境について一緒に考えてみませんか。 

日時 6月 16日（日）受付：午前 9時 30分 ※雨天決行（プログラムが変わります） 

場所 岩間体験学習館 分校（笠間市上郷 1742-1） 

講師 林
はやし

 鷹
たか

央
お

さん 

定員 50名（先着順） 

参加費 中学生以上 1,000円、小学生 500円、未就学児無料（食事、保険代を含む） 

    ※酒米田んぼオーナーは割引があります。 

    ※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 電話、メールまたは FAX でお申し込みください。代表者氏名、住所、日中ご連絡

     のとれる電話番号、参加人数をお知らせください。 

申込期限 6月 12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 ハープコンサート 
 
日時 6月 28日（金）午後 7時～ 開場：午後 6時 30分 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

内容 出演：早川
はやかわ

 千丈
ち ひ ろ

さん 

対象 未就学時の入場はご遠慮ください。 

入場料 前売り券：1,000 円 当日券：1,200円 

定員 70名 

申込方法 電話でお申し込みください。当日お申し込み可。 

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  6 月  6 日発行    第  1-  7 号 

 


