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 ①  空き地は適正に管理しましょう 
 
 空き地の雑草の繁茂等による苦情が増えています。雑草が繁茂すると、害虫の発生や不法投棄

の原因にもなり、近隣住民の方へ迷惑をかけることになります。市では、条例により「空き地の

所有者は、空き地に雑草等が繁茂し、その空き地が不良状態にならないよう常に適正な管理に努

めなければならない。」と定めていて、近隣住民等からの要請に応じない等の場合、不良状態と

なった空き地の所有者に対し、通知等による指導を実施しています。（所有者不明等により対応

していただけない場合もあります。） 

 土地を所有している皆さんは、近隣に迷惑をかけることのないよう、適正な管理をお願いします。 

問  環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 不法投棄、無許可の埋め立てにご注意ください 
 

 「一時的に資材置場として土地を貸してほしい」「良い土で土地を埋め立ててあげます」などと

うまい話を持ちかけられ、安易に土地を貸した結果、廃棄物の不法投棄や質の悪い土を山積みさ

れてしまうことがあります。不法投棄などのトラブルに巻き込まれないようご注意ください。ま

た、不法投棄の防止や対策には、早期発見、早期対応が最も重要です。 

 不法投棄、不審な残土埋め立て、野焼きを発見した場合には、通報をお願いします。 

不法投棄 110番   ℡  0120-536-380 (いつもみんなでむらなくみはれ)  

受付時間 平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

     ※受け付け時間外は笠間警察署まで 

問 環境保全課（内線 127）   茨城県廃棄物対策課 ℡ 029-301-3033 

  笠間警察署 ℡ 0296-73-0110  

 
  ④ 土地の現況調査を実施します 
 
日時 6月 11日（火）～令和 2年 3月 31日（火） 

○調査目的  

 3年に一度の評価替に伴い（次回評価替は令和 3年）、公平かつ公正な課税を行うことを目的と

して土地の現況調査を実施します。 

○調査方法 

 原則として公道からの視認調査を行いますが、公道から見えない場合は敷地内への立ち入りを

する場合があります。 

○調査員について 

 調査は市が委託した業者が行います。 

 調査員は笠間市長が発行した身分証明書を携行しています。 

○委託業者 

 国際航業(株) 水戸営業所  ℡   029-221-7251 

※調査員のなりすましにご注意ください。今回の調査で、調査員が銀行口座を確認することや、

 金銭の支払いを求めることなど、調査以外のお願いをすることは決してありません。また、調

 査のために家屋内への立ち入りをお願いすることはありません。 

問 税務課（内線 110） 

 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 ② ペットはルールとマナーを守って飼いましょう                        
 ペットを飼うときは動物の習性を正しく理解し、周囲に迷惑かけない「しつけ」と「心くばり」

を心掛けましょう。 

【ペットを捨てないで】 

 犬や猫などペットは家族の一員です。一度飼うことを決めたら最後まで、責任と愛情を持って

飼いましょう。動物の遺棄は犯罪です。捨てることはもちろん迷子になってしまったペットを探

さず放置することも絶対にしないでください。 

【放し飼いはやめましょう】 

 ペットの放し飼いやふん尿による被害が増えています。放し飼いは危険で無責任な行為です。

 ペットの粗相は飼い主の責任です。 

【犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務です】 

 鑑札と注射済票は迷子札になります。必ず首輪に装着しましょう。 

【繁殖を望まない犬猫の不妊去勢手術は飼い主の責務です】 

 不幸な命を作らないために繁殖を望まない場合は、不妊去勢手術を受けましょう。市では飼い

犬、飼い猫の不妊去勢手術の助成を行っていますので、ご利用ください。 

問 環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 地域課題解決支援モデル事業への参画団体を募集します 
 
 人口減少や少子高齢化が進み、地域の持続性が課題となっている中で、既存事業の整理、課題

の把握から解決に至るまでの取り組みを支援する「地域課題解決支援モデル事業」を実施します。 

 つきましては、当該事業のモデルとなる地域(自治会や団体の連合体)を募集します。 

内容 地域が実施する課題の調査、人材発掘、課題解決に向けた行動計画づくりと解決に向けた

   取り組みに対して、①人的支援(大学教員等有識者の招聘、民間企業とのマッチング等)、

   ②財政的支援(交付金を年間最大 30万円支給)を行います。 

対象 自治会、高齢者クラブ、子ども会育成会、NPO法人、事業所、ボランティア団体、自主防

   災組織、特定非営利活動法人等で構成する連合体。 

   なお、事業参画の意思が明確な場合は、連合体が実際に組織されていない段階でも申請を

   受け付けますので、お気軽にご相談ください。 

定員 1団体 

申込方法 窓口で直接または電話、メールでお申し込みください。 

申込期限 6月 28日(金)  

申・問 企画政策課(内線 556)  メール kikaku@city.kasama.lg.jp 

 

  

 

 ⑤ 農地利用状況調査（農地パトロール）を実施します 
 
 7月から 8月にかけて、農地法第 30条に基づき市内すべての農地を対象に農地利用状況調査を

実施します。この調査は、荒廃農地やその恐れのある農地、無断転用などの発生防止・解消を目

的に調査するものです。 

 調査にあたり、農業委員および農地利用最適化推進委員が皆さんの所有地に立ち入ることやお

話を伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

また、これから夏にかけて雑草が生い繁る季節となります。管理がされていない遊休農地は、

不法投棄や病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、近隣の農地や住民に大変な迷惑がか

かる可能性がありますので、耕起、草刈等の適切な管理をお願いします。 

問 農業委員会事務局（内線 73141） 

 ⑥ 社会教育推進事業補助金を交付します 
 市内の社会教育関係団体が、地域の特性を活かして市民を対象とした事業、活動を展開してい

くために必要な経費に対して、補助金を交付します。 

対象者 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であることなど、いく

つかの条件があります。 

対象事業  ・地区、地域の市民を対象とした社会教育に関する講演会や講習会 

 ・異年齢交流事業（地域交流競技会、レクリエーション、三世代交流等） 

 ・青少年に対するボランティア活動や社会奉仕体験活動、自然体験活動等の事業など 

補助金額 経費の 2分の 1以内で上限 15万円。事業内容によって限度額が異なります。 

対象経費 報償費、使用料および賃借料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費 

※食料費や備品類など、対象とならない経費があります。 

応募方法 詳しくはお問い合わせください。 

応募期限   7月 12日(金) 

注意事項 申請のあった事業は、審査会で適切と判断した場合にのみ補助金を交付します。 

     交付の決定は 8月頃に各団体に文書でお知らせします。 

問 生涯学習課（内線 385） 

 

     農振除外手続きは 8月 20日までに行ってください。    ③ページ 
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 ⑨ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 
 
 浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十

分に発揮させるために、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と検査が法律により義務付けられ

ています。 

 豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境づくりのため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査

を行うよう、皆さんの協力をお願いします。 

区分 実施頻度 内容 申 

保守 

点検 

10人槽以下の家庭用浄化槽の場

合、年3～4か月に１回 

浄化槽の機器、送風機やタイマーなど

の点検調査、消毒剤の補充 

県に登録してい

る保守点検業者 

清掃 
年に 1回以上(全ばっ気方式は 6か

月に 1回以上) 

浄化槽内に溜まった汚泥などの抜

き取り 

市の許可を受け

た清掃業者 

法定 

検査 

浄化槽を使い始めてから3～8か月

以内に１回(その後は年1回) 

保守点検・清掃がきちんと行われ、き

れいな水が放流されているかを検査 

(公社)茨城県 

水質保全協会 

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱され

 た茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。 

【一括契約システム】 

 保守点検・清掃、法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者

または（公社）茨城県水質保全協会にお申し込みください。 

問 下水道課（内線71111） 環境保全課（内線126） 

   (公社)茨城県水質保全協会    ℡  029-291-4004 

  茨城県県民生活環境部環境対策課    ℡  029-301-2966 

  

 

 ⑧ 果樹の改植補助事業および栗圃場規模拡大補助事業 

  の説明会を開催します 
 
市では栗や梨、ぶどう等の果樹産地として維持発展していくため、優良品種への改植作業の費

用の一部を補助します。また、放任園地になる前に栗畑の面積を増やし、集積を図る方を支援す

る事業の説明会を開催します。 

【果樹経営支援対策事業】 

農振農用地の古い品種や老木を伐採・伐根し、改植する費用の一部を補助します。 

【栗圃場規模拡大補助事業】 

農振農用地以外の放任園地になりそうな栗畑等を引き継ぎ、現在所有する栗畑より規模拡大を目

指す方を対象に、施肥・改植等の費用の一部を補助します。 
 
日時  7月 9日（火）午後 2時 

場所 笠間市役所本所 教育棟 会議室（笠間市中央 3-2-1） 

講師 茨城県農林振興公社 清水
し み ず

 明
あきら

さん 

対象 販売を目的として果樹を生産されている農家または企業で改植を検討している方 

   ※家庭果樹を対象とした説明会ではありません。 

定員 20名程度（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 7月 8日（月） 

申・問  農政課（内線 526） 

 

④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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 歯周疾患検診を実施します 
 
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。特に、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 市内に住所を有する 40歳・50歳・60歳・70歳の方 

40歳：昭和 54年 4月 1日から昭和 55年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 44年 4月 1日から昭和 45年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 34年 4月 1日から昭和 35年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 24年 4月 1日から昭和 25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、保健センターから送付される実施通知書

             （問診票）を持参してください。 

検診期限 令和 2年 3月 31日（火） 

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

 
 ⑪ B&Gスポーツ水泳大会茨城県大会の参加選手を募集します 
 
日時  7月 6日(土) 受付：午前 8時 30分～ 開会式：午前 10時～ 

   ※現地集合・現地解散となります。 

場所 五霞町 B&G海洋センター（猿島郡五霞町大字元栗橋 6250） 

募集種目 
小学生の部 

中学生の部 
3・4年生 5・6年生 

自由形 

50m 50m 

50m・100m 

背泳ぎ  

50m 

 

平泳ぎ 

バタフライ 

※ すべてタイムレースで行われます。 

※  1人 2種目まで参加できます。申し込み後の変更はできません。 

※ 各種目上位 6位までの選手のうち、B&G標準タイムを突破した選手は、8月 17日(土)  に 東 京 

  辰巳国際水泳場で行われる B&G全国ジュニア水泳競技大会に茨城県代表と して参加で きます。 

参加資格 市内在住、在学の方 

参加料 種目数問わず 200円（傷害保険料等として） 

持ち物 昼食 

定員 小学生 15 名、中学生 15 名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

     ※参加料、印鑑をお持ちください。参加の可否については、後日通知します。           

申込期限   6月 20日(木） 

申・問  スポーツ振興課（内線 393） 

 

 
｢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）      ⑤ページ 
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 ⑫ 笠間市立病院の職員を募集します 
 
採用予定日 10月 1日 

職種 採用予定人数 受験資格要件等 

看護師 1名程度 昭和 54年 4月 2日以降に生まれた人で、看護師免許を有する人 

試験日   7月 15日（月） 

試験会場 地域医療センターかさま（笠間市南友部 1966-1） 

試験内容 適応性検査、個人面接 

申込書類 採用試験申込書、自己紹介書、履歴書、資格免許証の写し 

受付期限 6月 26日（水） 

提出先 市立病院  経営管理課 〒309-1734   笠間市南友部 1966-1 

実施要項配布場所 秘書課 市立病院 

※ホームページからダウンロードできます。（HP  https://www.city.kasama.lg.jp/） 

※郵便で請求することもできます。封筒の表に「職員採用試験申込書類請求」と朱書し、返信用

 封筒（あて先を明記し、140円切手を貼った角 2サイズ）を必ず同封して、市立病院経営管理

 課あてに送付してください。 

申・問 市立病院  経営管理課 ℡ 0296-77-0034   

 

  

 

 
 

 ⑬ 第 29回 笠間のまつり「光のオブジェ（ねぶた）&神輿パレード」 

  参加団体を募集します 
 
 市民のみなさんと一緒にまつりを盛り上げるため、パレード参加者を募集します。みなさん、

お誘い合わせのうえぜひご参加ください。 

日時  8月 17日(土）午後 6時～9時 30分（雨天決行） 

場所 笠間稲荷神社周辺～笠間ショッピングセンターポレポレ周辺  

   実施本部：市営荒町駐車場 

募集内容 

部門 参加内容 備考 

跳
は

ね人
と

 

（踊り手） 

お囃子のリズムに合わせて跳

ねる（踊る） 
参加団体が複数ある場合には、コンテストを実

施します。優勝団体には、実行委員会から賞金

を贈ります。 
よさこい 

（踊り手） 

よさこいを披露する 

※音源はご持参ください 

ねぶたの運行 

（引き手） 

人形ねぶたや扇ねぶたを運行

する（引く） 
運行するねぶたは、実行委員会にて指定します。 

対象 団体、グループ 

申込方法  電話でお申し込みください。 

申込期限  6 月 28日(金） 

※当日の飛び入り参加はできませんので、参加を希望する場合は必ず事前にお申し込みください。 

※参加申込団体を対象に、7月上旬にパレード参加者説明会を開催予定です。 

申・問 笠間のまつり実行委員会事務局 観光課（内線 517） 

 

  

 
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/                 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 生活習慣病予防健診が受診できます 
 
 今年度に 19～39歳になる方は、加入されている各健康保険組合に関わらず、問診・身体計測・

血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査・眼底検査・腹囲測定が受けられます。予約は不要で、

個人負担金は 1,000 円です。 

 あなたの健康を守るために年 1度は健康診査を受けましょう。 

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） 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） 

7月 17日（水） 

7月 23日（火） 午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 
笠間公民館 

7月 24日（水） 

※上記日程の他に予約が必要な日程、検診もあります。詳しくは保健センター年間予定表の 

  P1～5をご覧ください。 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑯ メディカルカフェ～みんなの相談室～ 
 
 はじめて祖父母になる方のための茶話会です。すでにお孫さんがいる方の参加も大歓迎です。

医師や管理栄養士、保健師などさまざまな職種のスタッフとお茶を飲みながら、最近の子育て事

情について気軽に話してみませんか。 

日時  7月 11日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 45分～ 

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 講話「はじめての、じいじばあばの孫守り講座」、個別相談等 

講師 保健センター保健師 

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。 

申込期間 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 

 ⑮ 笠間市更生保護女性会に参加しませんか 
 
 笠間市更生保護女性会は、非行や犯罪をなくし、過ちを犯した人たちの立ち直りを支援するた

めに活動しているボランティア団体です。更生保護協力団体として全国では約 17 万人の会員が

自発的、自主的に地域性を生かしながら活動を行っています。 

 会の趣旨に賛同する女性であれば、どなたでも参加できます。私たちとともに活動しませんか。 

活動内容 ・社会を明るくする運動キャンペーンに参加 

     ・愛の募金活動 

     ・子育て支援地域活動（あいさつ、声かけ運動等） 

     ・有光苑（更生保護法人）支援、水府学院支援（意見発表会、運動会に参加）ほか 

申・問 社会福祉課（内線 157） 

 

 

           猫は屋内で飼いましょう。          ⑦ページ 
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 ⑰ 権利擁護学習会「エンディングノート活用術」 
 

 人生の終末期を自分らしく過ごすためには、エンディングノートを利用することが効果的で

す。自らが望む介護や財産管理、相続、成年後見制度の利用などの人生設計が見通せます。実際

にノートに記入しながら、活用術を学んでみませんか。エンディングノートは贈呈します。 

日時 7月 19日（金）午後 2時～4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 フィナンシャルプランナー  宮田
み や た

 久
ひさ

雄
お

さん 

参加費 無料 

定員 60名（先着順） 

申込方法 電話、または FAXでお申し込みください。 

申込期限 7月 12日（金） 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 FAX 0296-77-1107 

 

 ⑲ 北山公園ホタル観賞会 
 
 ゲンジボタルの里づくり実行委員会は、北山公園に生息するホタルの飼育や保護のため、ホタ

ルが住みやすい環境づくりに取り組んでいます。 

その活動の一環として、今年もホタル観賞会を開催します。やわらかな光とともに夜の空間を

幻想的に飛び回るホタルを見に、ぜひお越しください。 

日時 6月 29日（土）、7 月 6日（土）午後 7時 30分～8時 30分 （雨天中止） 

            ※駐車場が限られているため、なるべく乗り合わせでお越しください。 

場所 北山公園内の新池 管理棟付近（笠間市平町 1416-1） 

持ち物 長靴等 

参加費 無料 

問 北山公園管理事務所 ℡ 0296-78-3911 

 ⑱ 第 28回   かさま舞踊の会 
 
 日頃の練習の成果をぜひご覧ください。皆さんのご来場をお待ちしています。 

日時  6月 30日(日) 開演：午前 11時 

場所 友部公民館 3階 大ホール (笠間市中央 3-3-6) 

問 星野
ほ し の

 弘子
ひ ろ こ

 ℡ 0296-77-0522 

 

 

 ⑳ 天神の里「昆虫観察会」 
 
 ビオトープ天神の里では、さまざまな植物や昆虫などを観察することができます。施設内を散策

して、樹木の蜜を吸っているカブトムシや花の蜜を探しているチョウなどを観察してみませんか。 

日時  7月 6日（土）集合：午前 10時 観察：午前 10時 20分～正午（荒天中止） 

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近） 

定員  30名（定員を超えた場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話で申し込みください。 

申込期限  6月 27日（木） 

申・問  環境保全課（内線 125） 

 

 

 
⑧ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 第一火曜日の会 施設見学 
 
 地域の医療を支えている「こころの医療センター」を見学します。 

日時  7月 2日（火）午前 10時～11時 30分 

場所 茨城県立こころの医療センター（笠間市旭町 654） 

   ※直接集合してください。 

対象 市内在住の方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話または窓口で直接お申し込み下さい。 

申込期限 6月 28日（金） 

申・問 社会福祉協議会ボランティアセンター 笠間市美原 3-2-11 ℡ 0296-78-2626 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 
 ㉒ 歴史民俗資料館 
 
 歴史民俗資料館は、旧宍戸町役場の庁舎であり、昭和 33年まで友部町の役場庁舎として使わ

れていました。歴史を感じさせる建物は国の登録有形文化財で、内部には友部地区の遺跡から出

土した遺物や、産業、交通、教育、生活の変遷がよく分かる資料が展示されています。 

 ぜひお越しください。 

開館時間 午前 9時 30分～午後 4時 30分（火、木曜日は午後 0時 30分～4時 30分） 

開館日  火、木、土、日曜日(毎月末日、祝日、年末年始は休館) 

場所 歴史民俗資料館（笠間市平町 29） 

入場料 無料 

問 歴史民俗資料館 ℡ 0296-77-8925  生涯学習課（内線 382） 

 
 ㉓ 刺しゅう飾る楽しみ   キルト創る喜び  仲間展 
 
 一針一針、丁寧に縫いあげた刺しゅうの美しさ、キルトの力強さをご覧ください。 

日時  6月 22日（土）～29日（土）午前 9時～午後 5時（最終日は午後 4時まで） 

場所 笠間公民館 1階  展示室（笠間市石井 2068-1） 

問 青木
あ お き

 敏江
と し え

 ℡ 0296-74-4187 

 

  ㉔ イングリッシュ・スペース 
 
 英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい、という方はネイティブスピーカーと

英語で触れ合うチャンスです。英会話やゲームなどのさまざまなアクティビティを行います。英

語が苦手な方でも参加できる内容です。お気軽にご参加ください。 

日時  7月 2日（火）昼の部：午後 2時～3時、午後 3時～4時 

              夜の部：午後 7時～8時   

場所  地域交流センターともべ       会議室（笠間市友部駅前 1-10） 

講師  国際交流員：イアン・ホリカワさん 

    英語指導助手：グラム・イーストンさん ほか 1名 

対象  市内在住、在勤で 18歳以上の方  

定員  各 30名（先着順） 

参加費  無料 

申込方法   電話またはメールで参加希望時間、氏名、電話番号をお知らせください。 

申込期限   7月 1日（月） 

申・問  市民活動課（内線 133）メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

 

 
国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。   ⑨ページ 
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 ㉖ イングリッシュ・バーベキュー 
 
 自然豊かな福ちゃんの森公園で笠間市国際交流員、英語指導助手とバーベキューを楽しみませ

んか。海外の方と交流しながら英語に触れるチャンスです。英語が苦手な方も大歓迎です。お気

軽にご家族やお友達を誘って、ご参加ください。 

日時  7月 6日（土）午前 11時～午後 2時 30分（小雨決行、荒天中止） 

場所 福ちゃんの森公園（笠間市福田 2990-1） 

講師 国際交流員：イアン・ホリカワさん 

   英語指導助手： ディーン・バナスコザラゴザさん、ジェイコブ・デイビスさん 

          グラム・イーストンさん、ジリアン・ヘーゼルさん 

対象 市内在住、在勤の方（18歳未満の場合は保護者の同伴が必要） 

定員 25名（先着順） 

参加費 1,500円 （小学生：1,000円 未就学児：無料） 

    ※当日会場でお支払いください。 

申込方法 電話またはメールで氏名、住所、年齢、電話番号をお知らせください。 

申込期限 6月 28日（金） 

※食材の準備の都合上、キャンセルの場合は 7月 1日（月）までに必ずご連絡ください。 

申・問 市民活動課（内線 133） FAX 0296-77-1390 メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

 

 ㉕ 七夕の日特別企画   親子で料理教室 
 
日時  7月 6日（土）午後 2時～3時 30分 

場所 フジフーズ（株）水戸工場（笠間市押辺 2741-8） 

講師 滝
たき

 智則
とものり

さん 

内容 メニュー：生春巻き&クッキー 

対象 3歳～12歳のお子さんと保護者 

定員 12名（定員になり次第締め切り） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。   

申・問 フジフーズ（株）水戸工場 担当：塚本、大枝 ℡ 0299-37-6400  

 

 ㉗ 笠間の家 イベント 
 
○笠間の作家  家具展 

 笠間の木工作家 5名による家具展を開催します。見て、触れて、お好きな椅子に座ることもで

きます。ぜひ手づくり家具の魅力を感じに来てください。 

日時  7月 2日(火)～15日(月・祝) 午前 9時 30 分～午後 5時 

   ※初日は正午から、最終日は午後 4時まで 

出展 鈴木
す ず き

 一彌
か ず や

さん、菅谷
す が や

 豊
ゆたか

さん、矢
や

實
ざね

 誠
まこと

さん、小山
お や ま

 昭彦
あきひこ

さん、コウノス トモヤさん  
○ワークショップ「木で時計作り」 

日時  7月 2日(火)、14日(日)    午前：10時、10時 30分、11 時、11時 30分 

                 午後：1時、1時 30 分、2時、2時 30分 

講師 小山
お や ま

 昭彦
あきひこ

さん 

定員 各回 3名 

参加費 2,000円(材料費、1ドリンク代込み) 

申込方法 お電話でお申し込みください。 
 

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) 

申・問 笠間の家  ℡ 0296-73-5521 （月曜日休館） 

 

 ⑩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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 初・中級ゴルフ教室 
 
日時  7月 13日～9月 7日のうち毎週土曜日（全 8回）※ 8月 17日（土）はお休みです。 

   午後 7時 30分～8 時 30分    

場所 笠間ゴルフ練習場（笠間市片庭 2749） 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 25名（先着順） 

参加費 大人：5,000円   小・中学生：3,000 円 （別途ボール代が必要になります。） 

申込方法 申込用紙またははがきに①氏名、②性別、③年齢、学年、④住所、⑤電話番号、⑥保

     護者名（学生のみ）、⑦ゴルフ経験年数、⑧ゴルフクラブの有無をご記入の上、窓口

     で直接または郵送、FAX でお申し込みください。 

申込期限 6月 28日（金） 

申・問 スポーツ振興課（内線 393）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 FAX 0296-71-3220 

 ㉙ 元気すこやか教室 
 
 運動、口腔、栄養、認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした、短

期集中型（3ヶ月間）の介護予防教室を開催します。 

日時  9月～11月の毎週火曜日 午後 1時 30分～3時 30分 

場所 岩間公民館 3階（笠間市下郷 5140） 

内容 保健、医療の専門職によるプログラムに全 12 回（週 1 回⁄2 時間程度）取り組みます。終

   了後もご自宅で続けられるよう支援します。 

   (1)専門職による講話 

   (2)専門職による運動指導と集団体操 

   (3)血圧測定などの健康チェック 

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方 

   (1)要支援 1、2の認定を受けている方 

   (2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方 

定員 20名程度（先着順） 

参加費 1,500円（全 12 回分） 

申込方法 ㈱スマイルハートへ直接または電話でお申し込みください。 

申込期限  7月 26日（金） 

その他 （1） 通所が困難な場合は、送迎も可能ですので申し込みの際ご相談下さい。 

    （2） 通所介護およびいきいき通所のサービスを利用している方は参加出来ません。 

    （3） 申し込み後、ケアプランを作成するため、地域包括支援センター職員がご自宅を

        訪問します。 

申 ㈱スマイルハート 小美玉市羽刈 638-15 ℡  0299-28-8000 

問 高齢福祉課（内線 175） 

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           ⑪ページ 
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 ㉛ 東京ディズニーシー・バスツアー 
 
 いこいの家 はなさかで東京ディズニーシーツアーを実施します。令和最初の夏休みの思い出

に、ぜひご参加ください。 

日時 8月 4日（日）はなさか 出発：午前 7時 30 分  帰着：午後 10時 30 分 

対象 市内在住、在勤、在学の方 

定員 45人（先着順） 

   ※参加者が 40人に達しない場合は、ツアーを中止することがあります。 

参加費 18歳以上:10,800円 12～17歳：9,000 円 4～11歳：7,500円 

    パークチケットをお持ちの方：4,000円 

申込方法 代金を添えて窓口で直接お申し込みください。 

     ※ドリンク 1本、はなさか入浴券をプレゼントします。 

申込期限 7月 21日（日） 

申・問 いこいの家  はなさか（笠間市橋爪 586-4） ℡   0296-77-5110 

    HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

 

 

 ㉚ 介護支援専門員実務研修受講試験 
 
試験日 10月 13日(日)午前 10時 

会場 県北地区：茨城キリスト教大学（日立市大みか町 6-11-1） 

   県南地区：流通経済大学（龍ヶ崎市 120） 

        ※試験会場については実施本部が決定し、受験票に記載します。 

【試験実施案内(受付願書)の配布について】 

配布日時 6月 28日(金)午後 5時まで 

配布場所 平日：各保健所、茨城県保健福祉部健康･地域ケア推進課、茨城県社会福祉協議会福

        祉人材･研修部 

土日：茨城県総合福祉会館 1階 会館受付 

  ※願書等書類は、茨城県社会福祉協議会のホームページからダウンロードまたは郵送での請求も

 できます。 

【受験願書の受付】 

受験手数料 9,800 円 

受付方法 簡易書留で郵送されたもののみ受け付け 

受付期限 6月 28日(金)当日消印有効 

郵送先 茨城県社会福祉協議会 福祉人材・研修部ケアマネ試験担当あて 

    〒310-8586 水戸市千波町1918 茨城県総合福祉会館 2階 

問 （福）茨城県社会福祉協議会 福祉人材 ℡ 029-241-4121  HP http://www.ibaraki-welfare.

or.jp/ 
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