
■お知らせ 

① 子育て短期支援事業をご存知ですか 

②  7 月 21日(日)  は  第 25回  参議院議員 

  通常選挙の投票日です 

③ 後期高齢者医療保険料の納め忘れに 

 ご注意ください 

④ 国民健康保険限度額適用認定証等の 

  更新手続きをお願いします 

⑤ 笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を 

  実施します 

⑥ 茨城県風しん抗体検査事業を実施します 

⑦ 廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています 

⑧ 交通事故が多発しています 

⑨ 夏の交通事故防止県民運動を実施します 

⑩「笠間のまつり」開催に伴い市営荒町駐車場 

  の利用を制限します 

⑪ 空家無料相談会を開催します 

⑫ 笠間市公共交通会議の傍聴ができます  

⑬ 笠間市自転車活用推進協議会の傍聴ができます 

⑭ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑮ 戦没者遺骨の DNA鑑定を実施します 

⑯ 笠間市戦没者追悼式を開催します 

 

 ⑰ 甲種防火管理新規講習を開催します   

 ⑱ 医科・歯科連携講演会を開催します 

 ⑲ かさまちライドの参加者を募集します 

 ⑳  7月 31日は笠間市の日 

   水戸ホーリーホックを応援しよう 

 ㉑ 泳力検定会の参加者を募集します 

 

 ■趣味・体験 

 ㉒ 交通安全シルバーキラリチャレンジ 2019 

 ㉓ チャレンジボランティアスクール 2019 

 ㉔ 読書感想画教室 

 ㉕ こどもエコ教室の参加者を募集します 

   ～買って、作って、食べて、考えよう～ 

 ㉖ ワイワイ!楽しく 子ども科学教室 

 ㉗ 特別支援教育研修会 友五郎塾 

 ㉘ 笠間の家 イベントのご案内 

 ㉙ かさま歴史交流館井筒屋 イベントのご案内 

 ㉚ こども絵画コンクール友部支部・笠間支部展 

 ㉛ あたごふれあい寄席 

 ㉜ グリーンオブジェ作り 

 ㉝ 真夏の歌声ビアパ－ティ－ 

 

 

 

 

 

 

 

令和  元  年  7  月  4  日   第  1‐10  号 

  【回覧】 お早めに回してください  全 12ページ (A3…3枚)      ①ページ 

 

 ①  子育て短期支援事業をご存知ですか 
 
 保護者の疾病その他の理由により、家庭においてお子さんを一時的に養育することができなく

なったときに、児童養護施設等でお子さんをお預かりし養育を行う事業です。 

【利用条件】 

・児童の保護者の疾病 

 ・育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れおよび育児不安等身体上または精神上の事由 

 ・出産、看護、事故、災害および失踪等家庭養育上の事由 

 ・冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由 

※原則として 7日以内の利用になります。 

※お子さんの疾病や施設の空き状況等により、ご利用できない場合があります。 

※詳細についてはお問い合わせください。 

問 子ども福祉課（内線 165） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 7月 21日  (日)  は  第 25回   参議院議員通常選挙の投票日です 
 
選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。 

【投票できる方】 

今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。 

・年齢要件 平成 13年 7 月 22日までに生まれた方 

・住所要件 平成 31年 4 月 3日までに笠間市に住民登録をされた方（転入届をされた方）で、 

       3か月以上市内に住所を有している方です。（4月 4日以降に笠間市に住民登録をさ

れた方は、前の住所地で投票できる場合があります。） 

【投票所】 

投票は、市内 52 か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所が記載

されていますので、自分の投票所を確認してください（「入場券」に、各投票所の略図を表示し

てありますので、参考にしてください）。 

なお、今回の選挙から、次の投票所が変更となりますのでご注意ください。 

友部第 17投票所 旧：笠間市商工会友部事務所 ⇒ 新：地域交流センターともべ 

岩間第 13投票所 旧：岩間栄町地区公民館 ⇒ 新：中町地区公民館 

【投票時間】 

投票時間は、どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げ、午前 7時から午後 6時までです。その

時間以外には投票することができませんので、ご注意ください。 

【期日前投票】 

 投票日当日に、所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することがで

きます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。 

日時  7月 5日（金）～  7月 20日（土）午前 8時 30分～午後 8時 

会場 笠間市役所 本所および各支所 

【不在者投票】 

次のような理由で期日前投票や選挙当日に投票ができない方は、不在者投票により投票を行う

ことができます。不在者投票は、7 月 5 日（金）からできますが、事前に手続きが必要になりま

すのでお早めに笠間市選挙管理委員会にお問い合わせください。 

・笠間市に住民登録しているが、笠間市外に滞在、旅行されている方 

・病院に入院、施設に入所している場合 

【郵便投票】 

重度の障がいを持つ方（身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、法律の定める一定の障が

いを有する方および介護保険法上の要介護 5の方）で、投票所で投票することができない方のた

めに郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、7月 17日（水）ま

でです。 

なお、郵便投票をするには、郵便投票証明書が必要となりますので、お早めに手続きを済ませ

てください。 

【選挙公報】 

選挙公報は、各候補者および政党等の申請に基づき経歴や政見などが記載されている公報紙で

す。配布方法は、新聞折込みになりますので、新聞を購読されていない方は、選挙管理委員会ま

でお問い合わせください。 

また、茨城県選挙管理委員会のホームページにも掲載されますので、ぜひご覧ください。 

なお、選挙公報は市役所のほか市の施設にも備え付けますのでご利用ください。また、音声に

よる公報は各図書館に備え付けます。 

 

 

②ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【開票】 

開票は即日開票で、7月 21日（日）午後 8時から笠間市民体育館で行います。 

なお、投・開票の状況は市ホームページでご覧になれます。 

 HP http://www.city.kasama.lg.jp  

〈参考〉平成 28年 7月 10日執行 第 24回参議院議員通常選挙 投票率 

前回の参議院議員通常選挙における笠間市の投票率は、51.12％です。茨城県平均の投票率は

50.77％で全国 41 位、全国平均の投票率は 52.61％となっています。棄権することなく、必ず投

票しましょう。 

問 笠間市選挙管理委員会（内線 206） 

 

  ③ 後期高齢者医療保険料の納め忘れにご注意ください 
  
 後期高齢者医療保険に加入されている方（年金天引きの方を除く）に、後期高齢者医療保険料

の納入通知書を 7月 12日（金）に発送します。第 1期の納期限は７月 31 日（水）です。なお、

年金天引きの方の保険料額決定通知書は 7月 31日（水）に発送します。 

【納付書を利用する方】 

 納付書裏面の納付場所で納付してください。なお、納入通知書には第 2期から第 8期の納付書

も同封されていますので、納め忘れにご注意ください。 

※口座振替の登録をお願いします。 

 登録は市内金融機関または郵便局の窓口に、預貯金通帳、通帳の届出印、納入通知書を持参の

うえ、お申し込みください。 

【口座振替を利用されている方】 

 振替日（納期限日）の前日までに、指定口座の預貯金残高を確認してください。 

問 保険年金課（内線 142）   笠間支所市民窓口課（内線 72123）   岩間支所市民窓口課（内線 73181） 

 

 ④ 国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きをお願いします 
 
「国民健康保険限度額適用認定証」および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」

の有効期限は、7月 31日（水）までです。更新には申請が必要となりますので、認定証をお持ち

の方は更新手続きをお願いします。 

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。 

※国民健康保険税の未納がある方、平成 30 年中の所得の申告をしていない方は、認定証の発行

ができないことがあります。 

必要なもの 国民健康保険証、印鑑（必ずお持ちください）、個人番号（マイナンバー）がわか

      るもの、限度額適用認定証等（更新者のみ） 

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 
 

令和  元  年  7  月  4  日   第  1‐10  号 

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        ③ページ  

                           

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 茨城県   風しん抗体検査事業を実施します 
 
 県では風しんの流行と先天性風しん症候群の発生を防ぐため、無料の抗体検査を実施します。 

実施期間   7月 1日（月）～令和 2年 3月 31日（火） 

実施場所 委託医療機関（県ホームページをご覧ください） 

対象 県内在住で、次のいずれかに該当する方が対象となります。 

   （1）妊娠を希望する女性 

   （2）（1）の配偶者などの同居者 

   （3）風疹の抗体値が低い妊婦の配偶者などの同居者 

   次の方は対象になりません。 

   ・過去に抗体検査を受けたことがある 

   ・風しんの予防接種歴がある 

   ・検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある 

   ・昭和 37年 4月 2 日から昭和 54年 4月 1 日生まれの男性 

検査費用 無料 

検査方法 委託医療機関に予約をしてください。 

問 茨城県保健福祉部疾病対策課 健康危機管理対策室 ℡ 029-301-3233 

   HP http://www.pref.ibaraki.jp 

 

  

 

 ⑤ 笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を実施します 
 
 笠間市政治倫理審査会から、市長、副市長、教育長および市議会議員の「資産等報告書」および

「所得等報告書」の審査結果について意見書が提出されましたので、次のとおり閲覧を実施します。 

閲覧期間  7月 8日（月）から 5年間  

     ※ただし、土、日、祝日、年末年始は除く。 

閲覧時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分 

閲覧場所 秘書課（市長、副市長、教育長分） 議会事務局（市議会議員分） 

問 秘書課（内線 226） 議会事務局（内線 303） 

 

 ⑦ 廃棄物の不法投棄は法律により禁止されています 
 
ごみの不法投棄は、深刻な環境汚染につながる重大な犯罪行為のため、「廃棄物の処理及び清

掃に関する法律」により禁止されていて、違反した場合は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下

の罰金またはその両方（法人は3億円以下の罰金）となります。 

 市では職員による監視のほか、不法投棄ボランティア監視員によるパトロールや、市民団体に

よる不法投棄回収活動などご協力をいただいていますが、不法投棄は後を絶ちません。不法投棄

をなくすには、ごみの処理についてモラルを持ち、ルールを守ることが必要です。 

 一人ひとりの心がけで、身近な場所の美化に努め、笠間市をきれいに保てるよう、ご協力をお

願いします。 

問 環境保全課（内線127） 

 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
④ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/             

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 交通事故が多発しています 
 
 道路を横断中の高齢者が被害に遭う交通事故が多発しています。 

運転する方へ 

・歩行者や自転車の高齢者を見かけたら、間隔を十分にとり、スピードを落とすなどの思いやり

のある運転をしましょう。 

・横断歩道では、横断しようとする歩行者等がいるときは必ず停止しましょう。 

・運転者の脇見や油断は、思わぬ危険を招きます。ハンドルを握ったら運転に集中しましょう。 

・薄暮時や夜間は自転車や歩行者の早期発見のためライトの早めの点灯を心がけ、対向車や先行

 車がいない場合はライトを上向きに切り替えましょう。 

歩行者・自転車の方へ 

・急な横断や進路変更は危険です。道路を横断するときは、必ず止まって左右の安全を確認しま

 しょう。 

・車は遠くに見えていても、思っている以上に短時間で近づいてくることを忘れないでください。 

・横断歩道では、ドライバーに対し「手をあげる」など横断する意思表示をして、車が完全に止

 まってから横断しましょう。 

・夕方や夜間に外出するときは、明るく目立つ色の衣類と反射材を着用し、自分の存在をドライ

 バーに知らせる工夫をしましょう。 

 失った命は戻りません。自分の歩行速度にあった横断をこころがけてください。 

問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110 

 

  

 

 ⑨ 夏の交通事故防止県民運動を実施します 
 
 夏の開放感、暑さや行楽の疲労などによる交通事故の多発が懸念されるため、交通事故防止の

徹底を図るため、夏の交通事故防止県民運動を行います。 

市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り組み、

交通事故を防止しましょう。 

【スローガン】 「だめだっぺ 飲んだら乗るなと いったっぺ」 

【運動の重点】 （1）歩行者（特に子供と高齢者）の保護 

        （2）飲酒運転・スピード違反・疲労による運転等の防止 

        （3）自転車の安全利用の推進 

【運動の期間】   7月 20日（土）～31日（水） 

※市では、関係機関や団体と合同で、7月 19日（金）午後 4時 30分から国道 355 号バイパス土

 師交差点にてドライバーへの「啓発キャンペーン」を実施します。その後「飲酒運転撲滅キャ

ンペーン」として飲食店の訪問を行います。 

問 市民活動課（内線 135） 

 

 

  

 

 ⑩ 「笠間のまつり」開催に伴い市営荒町駐車場の利用を制限します 
 
 市営荒町駐車場を本部会場として、8月 17日（土）に「光のオブジェ（ねぶた）&神輿パレー

ド」を開催します。開催の準備・片づけ等に伴いまして、市営荒町駐車場の利用を制限します。

利用者の方々にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。 

期間 7月 16日（火）～  8 月   8  日（木）駐車場内一部（敷地東側  約 60台分）利用不可 

   8月    9  日（金）～8  月 18日（日）駐車場全面利用不可 

   8月 19日（月）～  8 月 30日（金）駐車場内一部（敷地東側  約 60台分）利用不可  

場所 笠間市営荒町駐車場（笠間市笠間 1556）  

問 笠間のまつり実行委員会事務局    観光課（内線 517） 
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    農振除外手続きは 8月 20日までに行ってください。    ⑤ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 笠間市公共交通会議の傍聴ができます 
 
 会議の傍聴を希望される方は、当日会場前で受け付けを行ってください。 

日時 7月 16日（火）午後 3時～ 受付：午後 2時 30分～3時 

場所 笠間市役所本所  2 階  2-2会議室 

内容 デマンドタクシーかさまの今後の運行について 

定員 10名（先着順） 

傍聴者の遵守事項 会場に掲示される遵守事項を守り、会議の円滑な進行、運営にご協力ください。 

問 企画政策課（内線 556） 

 
 ⑬ 笠間市自転車活用推進協議会の傍聴ができます 
 
 会議の傍聴を希望される方は、当日会場前で受け付けを行ってください。 

日時  7月 19日（金）午後 6時～ 受付：午後 5時 30 分～6時 

場所 笠間市役所本所  2 階  2-1会議室 

内容 (1)笠間市自転車活用推進計画策定に関する基本目標について (2)施策について 

定員 10名（先着順） 

傍聴者の遵守事項 会場に掲示される遵守事項を守り、会議の円滑な進行、運営にご協力ください。 

問 企画政策課（内線 556） 

 
 ⑭ 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  7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  

     ・施設の維持管理 

       (3) 今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑪ 空家無料相談会を開催します 
 
 空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。 

日時  9月 7日（土）午後 1時～4時 

場所 市役所本所（笠間市中央 3-2-1） 

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応

   じます。 

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者（管理者） 

   ※業として管理する方は対象外 

定員  6組（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 窓口に直接持参または、郵送、FAX、メールにてお申し込みください。予約票は窓口

     で配布するほか、ホームページ（「空家無料相談会」で検 索）からもダウンロードで

       きます。 

     ※予約票に写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズです。 

申込期間  7月 8日（月）～8月 9日（金） 

申・問  都市計画課空家政策推進室（内線 534）  FAX 0296-77-5009 

     メール akiya@city.kasama.lg.jp HP http://www.city.kasama.lg.jp 

 

⑥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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 甲種防火管理新規講習を開催します 
 

日時  8月 7日（水）、8日（木）午前 9時～午後 3時  

場所 笠間市消防本部 3階 多目的ホール（笠間市箱田 2564）  

定員 100名（定員になり次第締め切り） 

参加費 4,000円（テキスト代） 

申込方法 テキスト代を添えて消防本部予防課窓口へお申し込みください。 

申込期間  7 月 8日（月）～19 日（金） 

    ※土日祝祭日を除き午前 8時 30分～午後 7時まで 

申・問 笠間市消防本部 予防課 笠間市箱田 2564 ℡ 0296-72-0874 

  

 ⑱ 医科・歯科連携講演会を開催します 
 
日時  7月 31日（水）午後 2時～4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 第１部：内科医から見た歯の健康 講師：筑波大学 医師 稲葉
い な ば

 崇
たかし

さん 

   第 2部：舌がんだったらどうしよう 講師：筑波大学 医師 柳川
やなかわ

 徹
とおる

さん 

参加費 無料 

問 市立病院 経営管理課 ℡ 0296-77-0034 

 

 ⑮ 戦没者遺骨の DNA鑑定を実施します 
 
 厚生労働省では、戦没者遺骨の DNA鑑定について、ご遺族からの申請に基づいて戦没者遺骨と

の DNA鑑定を行い判明した場合、ご遺骨を返還しています。 

今回、沖縄県の 10 地域（※）で収容された戦没者のご遺骨について、ご遺族だと思われる方か

らの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦没者

とのつながりが確認できる場合に、DNA鑑定を実施しています。 

 詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。 

※真嘉比（那覇市）、幸地（西原町）、大里字高平（南城市）、経塚（浦添市）、前田（浦添市）、 

  伊原（糸満市）、米須（糸満市）、喜屋武（糸満市）、真壁（糸満市）、具志頭須武座原（八重瀬町） 

問 厚生労働省 社会・援護局 事業課調査第一係 ℡ 03-5253-1111（内線 3482） 

  電話受付：月～金  午前 9時 30分～午後 6時 

     HP https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172647.html 

 

 ⑯ 笠間市戦没者追悼式を開催します 
 
先の大戦において戦没された本市関係者の御霊に対し、市を挙げて追悼の意を表し、あわせて

恒久の平和を祈念するため笠間市戦没者追悼式を行います。戦没者遺族以外の方でも参加できま

すので、みなさんの参列をお待ちしています。 

日時  8月 10日（土） 午前 10時～ 受付：午前 9時～9時 50分 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

内容 参列した方に献花をしていただきます。 

問 社会福祉課（内線 157） 

 

 

令和  元  年  7  月  4   日   第  1‐10  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  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 泳力検定会の参加者を募集します 
 
 (財)日本水泳連盟が認定する公認の泳力テスト（1～7級）です。合格すると履歴書や内申書に

資格として書くことができます 

日時  8月 29日（木）午後 3時 45分～6時 

場所 ゆかいふれあいセンター プール（笠間市仁古田長兎路入会地 1-171） 

対象 小学生～中学生で 25m泳げる方 

定員  30名（定員になり次第締め切り） 

参加費 入場料 200 円＋1 種目につき 300円（2種目まで受験可能） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期間   8月 1日（木）午前 10時～15日（木） 

申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 HP http://www.yukai-sif.jp/ 

 

 

 ⑳ 7月 31日は笠間市の日 水戸ホーリーホックを応援しよう 
 
市内在住・在学の方を、メインサイド自由席に無料招待します。この機会に、水戸ホーリーホ

ックの試合を臨場感あふれるスタジアムで観戦してみてはいかがでしょうか。会場を笠間市民で

埋め尽くし、ホーリーホックに熱い声援を送りましょう。 

日時  7月 31日（水）キックオフ：午後 7時 

場所 ケーズデンキスタジアム水戸(水戸市小吹町 2058-1) 

   ※メインゲート付近の特設テントで午後 4時からチケットを配布します。 

対戦相手 ヴァンフォーレ甲府 

対象 市在住・在学の方 

持ち物 市在住・在学を確認できるもの（大人：運転免許証等、小・中学生：学校の名札等） 

※希望者多数の場合、ゴール裏（芝生席）になる場合もあります。 

問 スポーツ振興課（内線 393） 

 

 

 

 ⑲ かさまちライドの参加者を募集します 
 
 自転車で市内を周遊し、自転車活用のまちづくりについて意見交換を行います。ぜひ、ご参加

ください。 

日時 7月 27日（土）午前 11時～午後 3 時 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

対象 高校生以上の自転車に乗れる方 

定員 15名（先着順） 

参加費 1,000円（保険料、昼食含む） 

持ち物 自転車、ヘルメット、飲み物、着替え（汗をかいた時のため）、タオル 

    ※自転車、ヘルメットはレンタルをご用意しています。（数量限定・有料）お申し込み

     時にお伝えください。 

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 7月 18日（木） 

申・問 企画政策課（内線 557） 

 

 

 
⑧ページ    小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ 読書感想画教室 
 
 読書を通じて感じた思いや印象を絵で表現してみませんか。完成した作品は「第 19 回子ども

読書フェスティバル」に出展します。ぜひご参加ください。 

日時  8月 3日（土）午後 1時 30分～4時 

場所 友部図書館（笠間市平町 2084） 

講師 県立太田第一高等学校 美術教諭 矢部
や べ

 聡
さとし

さん 

定員  20名（先着順） 

対象  3歳から高校生まで（8歳以下は保護者同伴） 

参加費 無料 

持ち物 絵を描く対象の本、クレヨンまたは絵の具等の好きな画材 

    ※画用紙は図書館で用意します。 

申込方法 窓口で直接または電話、FAXでお申し込みください。 

申込期限   7月 28日（日）休館日を除く 

申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 FAX 0296-78-3683 

 

 ㉓ チャレンジボランティアスクール 2019 
 
復興支援ボランティアや、福祉工場見学をしながら福祉について学んでみませんか。 

日時 7月 28日（日）午前 4時 45分～午後 7時 8月 6日（火）午前 9時 30分～午後 1時 

場所 宮城県 茨城福祉工場（笠間市鯉渕 6550） 

内容 復興ボランティアバスでのボランティア活動 工場の見学、働いている方との交流 

定員 
35名（先着順） 

※定員に満たない場合は中止となります。 
20名（先着順） 

参加費 3,000円（昼食・ボランティア保険） 無料 
 
対象 市内在住または通学している中・高・大学生 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。必要書類は各社会福祉協議会に用意しています。 

     ※どちらかひとつでも申し込みできます。 

申込期限 定員になり次第締め切り 

申・問 笠間市社会福祉協議会 本所 笠間市美原 3-2-11 ℡ 0296-77-0730 

    笠間支所 笠間市石井 717 ℡ 0296-73-0084 

    岩間支所 笠間市下郷 5139-1 ℡ 0299-45-7889 

 

 

 ㉒ 交通安全シルバーキラリチャレンジ 2019 
 
 反射材を付けて 3か月間無事故チャレンジしましょう。抽選で、100名の方に記念品を贈呈します。 

参加資格 県内在住で令和元年 12月 31日現在 65歳以上の方 

反射材交付期間  7月 1日(月)～9月 30日（月） 

反射材交付場所 笠間地区交通安全協会（笠間警察署内）および市内の交番、駐在所 

チャレンジ期間  10月 1日（火）～12月 31日（火）の 3カ月間 

申告期間 令和 2年 1月 1日（水）～31日（金） 

問 笠間地区交通安全協会   ℡  0296-72-1396 
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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）      ⑨ページ 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗ 特別支援教育  研修会 友五郎塾 
 

日時  8月 8日（木）午後１時 30分～4時 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1）  

内容 ｢うちの子は ADHD｣～発達障害うちの子、将来どーなるのっ!?～ 

講師 漫画家 かなしろ にゃんこ。さん 

対象 発達障害や特別支援教育に関心のある方 

参加費 無料  

定員 500名（先着順） 

申込方法 申込用紙をホームページよりダウンロードして FAXでお申し込みください。 

申込期限   7月 31日（水） 

申・問 茨城県立友部特別支援学校 支援部 ℡ 0296-77-0001 FAX 0296-78-1506 

    HP http://www.tomobe-sn.ibk.ed.jp/ 

 ㉖ ワイワイ!楽しく 子ども科学教室 
 
日時  8月 4日（日）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 実験：水とお湯、空気、氷点下での氷と塩 

対象 5～9歳（小学校 3 年生までは保護者同伴でお願いします。） 

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  

 

 ㉕ こどもエコ教室の参加者を募集します 

  ～買って、作って、食べて、考えよう～ 
 
 小学生の皆さん、材料を買うことから後片付けまで、環境のことを考えて料理するエコクッキング

を体験してみませんか。今回のメニューは何でしょう。さあ、おいしい料理を作ってみましょう。 

日時  8月 4日（日）午前 9時～午後 2時 

場所 笠間市立大原小学校 家庭科室（笠間市小原 3522-1） 

対象 小学校 4～6年生 

定員 25名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 200円（材料費一部・保険料） 

    ※当日徴収します。 

持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具    

申込方法 電話または FAXでお申し込みください｡ 

     ※FAXには氏名、住所、電話番号、学校名、学年、アレルギーの有無をご記入ください。 

申込期限   7月 22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 127） FAX 0296-77-1146 

 

      デマンドタクシーかさま 予約センター  ℡ 0296-70-9000      
⑩ページ    おかけ間違いにご注意ください。            



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ かさま歴史交流館井筒屋   イベントのご案内 
 
○井筒屋 ほのぼの寄席 夏の夜ばなしの会 

日時 7月 27日（土）開場：午後 6時  開演 ：午後 6時 30分～8時 30分頃 

出演 笠間演芸愛好会ほのぼの 

参加費 500円（当日徴収。高校生以下は無料） 

定員 40名（予約優先） 
 
○チェロ・ピアノ デュオコンサート 

日時 7月 28日（日）開場：午後 4時 30分  開演 ：午後 5時 

出演 チェリスト   Isabel
イ サ ベ ル

   Kwon
クウォン

さん  ピアニスト  小林
こばやし

 萌里
も え り

さん 

参加費 前売り：2,000円 当日：2,500円（中学生以下は無料、乳幼児入場可） 

定員 40名（予約優先） 
 
○井筒屋和服 Day【チャレンジ 自分で浴衣を着てみよう】 

日時 8月 3日（土）受付：午後 3時 30分  体験スタート：午後 4時 

講師  槍崎和裁着付け教室 

対象 中学生以上 

参加費 1,000円（浴衣レンタル希望者は別途レンタル料 1,000円） 

定員 25名（先着順） 

申込期限 7月 27日（土） 

場所 かさま歴史交流館井筒屋 (笠間市笠間 987) 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

     ※受付時間：午前 9時～午後 9時（月曜日休館） 

申・問 かさま歴史交流館井筒屋  ℡ 0296-71-8118  

 

 

 ㉘ 笠間の家 イベントのご案内 
 
○ギターアンサンブル  

 若かりし頃の懐かしいポピュラーソングをギターアンサンブルでお楽しみください。 

日時 7月 28日（日）午後 2時～4時 

出演 アルペジオ（クラシックギターの愛好者グループ） 

参加費 無料 
 
○「陶の小径  十六夜

い ざ よ い

まつり」展 

 毎年 8月中旬に開催される「十六夜
い ざ よ い

まつり」にちなみ当館ギャラリーにおいても、バラエティ

に富んだ筒灯りを展示します。癒しの空間へぜひお越しください。 

日時 
7月 30日（火）～8月 14 日（水）午前 9時 30分～午後 5時 

※8月 5日（月）、13日（火）は休館 
 
場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) 

問 笠間の家  ℡ 0296-73-5521 
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     猫は屋内で飼いましょう。          ⑪ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉜ グリーンオブジェ作り 
 
 ワイヤーの枠にグリーンや花をあしらって爽やかな風が通る衝立を作りましょう。 

日時  7月 25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  6名（先着順） 

参加費  3,000円（材料費込） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

持ち物 クラフト用のハサミ 

申・問 地域交流センターともべ      ℡ 0296-71-6637 

 

 
 ㉝ 真夏の歌声ビアパーティー 
 
 真夏のひと時、魅惑のハワイアンと懐かしの歌謡曲を歌い、涼味満点の夕べを楽しみましょう。 

日時  8月 10日（土）午後 5時～7時 

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

内容  1部：ハワイアンメロディ 2部：懐かしの歌謡曲 出演：ゴールデンサウンズ 

定員  50名（先着順） 

参加費 3,000円（食事と飲み物付き） 

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  8 月 5日（月） 

申・問  特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

 ℡ 090-8800-3248 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。 

 

 

 ㉛ あたごふれあい寄席 
 
 恒例になりました落語家の林家

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  7月 21日（日）開場：午後 2時 開演：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 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 定員に満たない場合は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 

 

 

 ㉚ こども絵画コンクール友部支部・笠間支部展 
 
 ご家族、お友達をお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。 

日時  7月 27日（土）～  8月 5日（月）午前 10時～午後 4時 

場所 岩間公民館（笠間市下郷 5140） 

問 住友生命友部支部 ℡ 0296-77-0158 
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