
■お知らせ 

① 屋外広告物の表示には許可が必要です 

② 未婚の児童扶養手当受給者の方に 

  臨時・特別給付金を支給します 

③ 児童扶養手当現況届を提出してください 

④ 障がい者（児）に対する各種手当の所得状況届

 および現況調査表を提出してください 

⑤ 全国一斉「子どもの人権 110番」強化週間を 

  実施します 

⑥ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します 

⑦ 健康診査（9月分）を実施します 

⑧ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度 

  認定試験を行います 

⑨ 高等学校卒業程度認定試験受験案内を 

  配布します 

⑩ 夏季英語集中プログラムの参加者を募集します 

⑪ 第29回 笠間のまつりに伴う交通規制を行います 

⑫ デマンドタクシーかさまはお盆期間中運休します 

⑬ 友部駅および南北自由通路の耐震天井工事を 

  実施します 

⑭ 農業公社の職員を募集します 

 

⑮ シルバー人材センター入会説明会を開催します 

⑯ 移送サービスの協力会員を募集します 

⑰ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑱ いばらきヘルスロード候補地を募集します 

⑲ 第 13回 塙
はなわ

 保己一
ほ き い ち

賞の表彰候補者を募集します 
⑳ 健康体操教室を開催します 

㉑ 筑波山地域ジオパーク愛宕山ジオツアー 

  を開催します 

㉒ ハローワーク水戸マザーズコーナー  

  就職応援セミナーを開催します 

 

■趣味・体験 

㉓ 霞ヶ浦 ECOフェスティバル 2019 

㉔ 憲法とは何かを考える ～家族・平和・人権 

㉕ 市内施設見学会 

㉖ 夏休み ダンス運動あそびで元気アップ 

㉗ 森林ボランティア育成講座 

㉘ フラワーアレンジメント教室 

㉙ 川嶋
かわしま

 志乃
し の

舞
ぶ

ホームタウンライブ 2019 
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 ①  屋外広告物の表示には許可が必要です 
 
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示されるもので、看板、

立看板、はり紙、はり札のほか、広告塔、広告板、建物等に掲出されたものをいいます。 

これら屋外広告物の表示は、良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止の観点

から、一定のルールを定めています。 

屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。まちの良好な景観のために、

許可を受けましょう。 

 なお、県では秋に開催する茨城国体を機に、違反広告物の是正指導を行っていて、市も県と連

携協力した取り組みを実施しています。 

 みなさんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。 

問 都市計画課（内線 586） 

 

   【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 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 未婚の児童扶養手当受給者の方に臨時・特別給付金を支給します 
 
 10月から消費税率が引上げとなる環境の中、子どもの貧困に対応するため、ひとり親に対し、

臨時・特別の措置として、給付を行います。児童扶養手当の現況届の手続きを行う方は、同時に

申請受付を行います。 

 詳細は現況届の手続きの通知に本給付金の申請書やご案内を同封しますのでそちらでご確認

ください。なお、案内が届いた方でも下記の支給対象者の要件すべてに該当しない場合は給付金

を支給できません。 

対象 以下のすべての要件に該当する方 

   ・令和元年 11月分の児童扶養手当を市から支給される方 

    ※現在、児童扶養手当を受給していても、平成 30 年分の所得状況等により、11 月分以

      降の児童扶養手当を受給できなくなる場合があります。 

   ・基準日（令和元年 10月 31日）において、これまでに法律婚をしたことがない人（同日に

    おいて、事実婚をしていない人または事実婚の相手方の生死が明らかでない人に限る） 

支給額 17,500円 

申請期間 8月 1日（木）～12月 6日（金） 

延長窓口日 9月 4日（水）午後 7時（本所 子ども福祉課） 

申請方法 申請書に記入の上、窓口へ提出してください。 

申・問 子ども福祉課（内線 164） 笠間支所福祉課（内線 72134） 岩間支所福祉課（内線 73171） 

 

  

  ③ 児童扶養手当現況届を提出してください 
 
【すでに受給している方】 

 個人あてに郵送している現況届を 8月 30日（金）までに提出してください。提出がない場合、

手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 

※所得制限により支給停止となっている方も、必ず提出してください。なお、2 年間現況届を提

 出されない場合は、受給資格を失います。 

【新たに申請する方】 

対象 ・父母の離婚、死亡等により父または、母と生計を共にしていない 18歳に達する最初の 3

    月 31日までの児童（障害の程度によっては 20 歳まで）を育てているひとり親家庭の父

    母または、父母に代わって児童を養育している方（所得制限や公的年金の受給状況によ

    り受給できない場合があります） 

   ・未婚で、18歳に達する最初の 3月 31日まで（障害の程度によっては 20歳まで）の児童

    を育てている母親 

   ・その他の対象児童については、お問い合わせください。 

受け付け時間を午後 7時まで延長します。  

 8月 20日(火) 岩間支所 福祉課   

 8月 21日(水) 笠間市役所 子ども福祉課  

 8月 22日(木) 笠間支所 福祉課   

申・問 子ども福祉課(内線 164) 笠間支所福祉課（内線 72134） 岩間支所福祉課（内線 73171） 

 

 

 
 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 障がい者（児）に対する各種手当の所得状況届および現況調査表を 

  提出してください 
 
 特別児童扶養手当、特別障害者手当等の障がい者（児）に対する手当を受給されている方は、

所得状況届および現況調査表を提出してください。 

 なお、期間を過ぎて提出された場合や提出がない場合は、8月分以降の手当の支給が遅れたり、

受給権が消滅する場合がありますので、ご注意ください。また、施設に入所されたり、3 ヶ月を

超えて入院するなど、受給資格を喪失する事由が判明した場合は、さかのぼって受給資格を喪失

し、受け取られていた手当を返還していただくこととなります。 

 受給資格を喪失する事由が発生した場合は、速やかにお届けください。 

対象  8月 1日時点で、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当

   の認定を受けている方（申請中の方も含む） 

提出方法 申請書を社会福祉課または各支所福祉課へ提出してください。 

提出期限 8月 30日（金） 

問 社会福祉課（内線 155） 

 

  

 
 ⑤ 全国一斉「子どもの人権 110番」強化週間を実施します 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、いじめや児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権

問題を積極的に解決するために、全国一斉「子どもの人権 110番」強化週間を実施し、悩みを持

ったお子さんや保護者からの相談に応じます。 

 秘密は守られますので、安心してご相談ください。 

日時  8月 29日（木）～  9月 4日（水） 

   午前 8時 30分～午後 7時（土、日曜日は午前 10時～午後 5時） 

電話番号  0120-007-110（全国共通フリーダイヤル） 

相談員 法務局職員、人権擁護委員 

問 水戸地方法務局 人権擁護課 ℡ 029-227-9919 

 
 

 ⑥ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します 
 
  高齢者の口腔機能の低下や、肺炎等の疾病を予防するために無料の歯科健康診査を実施してい

ます。 

期間  9月 1日（日）～12月 31日（火） 

対象 後期高齢者医療被保険者で、以下の生年月日の方 

   （1 ）昭和 18年 4月 1日～昭和 19 年 3月 31日生まれの方 

    （2 ）昭和 13年 4月 1日～昭和 14 年 3月 31日生まれの方 

    （3 ）昭和  8  年  4月 1日～昭和   9  年 3月 31日生まれの方 

   ※  8月中旬に、対象の方に歯科健康診査の案内を送付します。 

受診場所 案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。 

健診内容 問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能の評価など。 

     ※受診料は無料ですが、引き続き治療を行う場合には別途料金がかかります。 

実施方法 ご希望の歯科医院を予約し、被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持

      って受診してください。 

      ※受診票の問診項目は事前にご記入ください。 

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課  保健資格班 ℡ 029-309-1212 
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  小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。    ③ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 健康診査（9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。予約が必要な健診については定員があります。 

【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 

 2日（月） 午前 7時～10時 30 分（1時間毎に受け付け） 
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 

12日（木） 子宮頸がん・乳がん検診：午後 0時 30分～１時 笠間公民館 

18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 

地域福祉センターいわま 

（旧岩間保健センター） 

※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。 

【要予約】骨粗しょう症検診 

健診日 受付時間 健診場所 

15日（日） 午前 9時 30分～10 時、午後 2時～2時 30分 
保健センター 

（地域医療センターかさま内） 
 

【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 

  3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） 

  4日（水） 午前 9時 30分～11 時、午後 1時 30分～2時 30分 福原公民館 

  5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日（金） 午後 4時 30分～7時 30分 

  9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） 10日（火） 

24日（火） 

午前 9時～11 時、午後 1 時 30分～3時 笠間公民館 25日（水） 

26日（木） 

※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。 

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 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。 

 

 
 

④ページ    国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験を行います 
 
 病気などやむを得ない事由によって保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または

免除された子等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定する試験で、合格すると

高等学校の入学資格が与えられます。 

日時 10月 24日（木） 

場所 茨城県庁 9階 会議室（水戸市笠原町 978-6） 

申込方法  電話でお申し込みください。 

申込期間  8 月 19日（月）～9月 6日（金） 

申・問 茨城県教育庁 学校教育部 義務教育課 ℡ 029-301-5220 

    学務課（内線 379） 

  

  ⑨ 高等学校卒業程度認定試験受験案内を配布します 
 

 高等学校卒業程度認定試験は、さまざまな理由で高等学校を卒業していない方等の学力を評価

し、高等学校を卒業と同等以上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大学、

短大、専門学校の受験資格が与えられ就職、資格試験等に活用することもできます。 

 受験案内の資料を配布しますので、ご希望の方はお問い合わせください。 

配布期間 8月 1日（木）～9月 12日（木） 

配布場所 市役所本所 学務課 

問 学務課（内線 379） 

 

 ⑩ 夏季英語集中プログラムの参加者を募集します 
 

 外国語指導助手（AET）がオールイングリッシュで活動的で楽しい授業をします。クイズや物

語作り、笠間の紹介など 4日間の短期留学のような体験的なプログラム実施します。 

日時 場所 

8月21日（水）～23日（金） 午前９時30分 

～午後3時30分 

友部小学校（笠間市美原 3-3-1） 

8月 24日（土） 地域交流センターともべ      （笠間市友部駅前１-10） 

講師 笠間市外国語指導助手(AET) 16 名 

対象 小学校 5年生～中学校 3年生（義務教育学校 9年生） 

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 8月 19日（月）午後 5時まで 

申・問 学務課（内線 378） 

 

令和  元  年   8  月  1  日   第  1‐13  号 

８ミリフィルムを募集しています！ 
笠間市の地域映画を制作する企画「カサマノシネマ」では、 
昭和時代に笠間で撮影されたフィルムを募集しています。 
受付：企画政策課                          ⑤ページ  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ 第 29回 笠間のまつりに伴う交通規制を行います 
 
 市営荒町駐車場を本部会場に「光のオブジェ（ねぶた）＆神輿パレード」が 8 月 17 日（土）

に開催されます。それに伴い、下図の箇所が交通規制されます。付近にお住まいの方、通行の方

には大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
問 笠間のまつり実行委員会事務局 観光課内（内線 517） 

 
 

 ⑬ 友部駅および南北自由通路の耐震天井工事を実施します 
 
 駅を利用される方にはご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

工事期間 8月中旬から令和 2年 1月下旬まで 

施工業者 東鉄工業株式会社水戸支店 

問 管理課（内線 575） 

 

  

 

 ⑫ デマンドタクシーかさまはお盆期間中運休します 
 
 8月 11日(日)～16日(金)は運休日となり、予約センターもお休みです。8月 17日(土)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。 

予約受付 予約センター ℡  0296-70-9000（おかけ間違いにご注意ください） 

予約可能日 

8月 17日(土)分…8月 9日(金)、10日(土)、17日(土)(8時 15分出発便は 10日(土)まで) 

8月 19日(月)分…8月 10 日(土)、17日(土)、19 日(月)(8時 15分出発便は 17日(土)まで) 

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532  企画政策課(内線 555) 
 

 
  ｢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。 
⑥ページ   http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 農業公社の職員を募集します 
 
 笠間の農業の振興、支援のために共に働いてくださる職員を募集します。 

採用期間 令和 2年 4月 1日～ 

勤務時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（休憩時間：正午～午後 1時） 

勤務場所 （一財）笠間市農業公社（笠間市中央 3-2-1） 

職務内容 総務・人事・労務管理、経理・財務・会計、農産加工品の流通・販売、就農者の募集・ 

支援、農地の賃貸、グリーンツーリズムに関する業務 

資格 平成 2年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれた方 

             学校教育法による大学、高等学校を卒業、または令和 2年 3月 31日までに卒業見込みの方 

賃金 大学卒：180,700円  高等学校卒：148,600円 

   ※初任給は、学歴や経歴などを考慮の上決定。年 2回賞与あり。 

加入保険 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 

募集人数  1名 

申込方法 ホームページを確認の上、必要書類を窓口へ提出してください。 

申込期間  8月 8日（木）～9月 6日（金）必着 

申・問 （一財）笠間市農業公社（内線 531） HP   http://www.kasama-agri.jp/ 

 

 

 

 ⑮ シルバー人材センター  入会説明会を開催します 
 
 シルバー人材センターの会員になり、市役所等の公共施設の清掃をできる方を募集していま

す。入会説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。 

日時  8月 23日（金）午後 2時～ 

場所 笠間市シルバー人材センター  会議室（笠間市石井 717） 

対象 60歳以上の方 

持ち物 筆記用具 

問 （公社）笠間市シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373 

 ⑯ 移送サービスの協力会員を募集します  
 
 在宅福祉サービスセンターでは、交通機関を利用することが困難な方を対象に、移送サービス

を実施しています。このサービスは、市民の皆さんの参加と協力によって助け合い、支え合いな

がら活動することが特徴の有償ボランティア活動です。 

活動を充実させるため、皆さんのご協力をお願いします。 

活動内容 バス、タクシー、デマンドタクシーなどの利用が困難な方を病院等へ送迎します。 

サービス対象者 要支援・要介護認定者および総合事業対象者、障がい者手帳をお持ちの方 

協力料金  700円/時間 

活動時間 月～金曜日（土・日曜日、祝日、12月 28日～1月 5日、8月 13日～16日を除く）、 

     午前 9時～午後 5時  

※目安として、月 10時間程度の活動です。 

※安全に活動するため、運転講習会（9 月 7 日、14 日ともに土曜日）を受講してください。（第

 二種運転免許をお持ちの方は不要です。） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 8月 20日（火） 

申・問 笠間市社会福祉協議会 在宅福祉サービスセンター ℡ 0296-78-3939 

 

 

令和  元  年   8  月  1  日   第  1‐13  号 

    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/             ⑦ぺージ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 第 13回   塙
はなわ

 保己一
ほ き い ち

賞の表彰候補者を募集します  

 江戸時代後期の盲目の学者にちなみ創設された「塙
はなわ

  保己一
ほ き い ち

賞」は、障がいがありながらも不 

屈の努力を続け、社会的に顕著な活躍をしている方や、このような障がい者のためにさまざまな

貢献をしている方に賞をお贈りしています。 

申込方法  郵送、FAX またはメールでお申し込みください。申し込みは候補者本人、その他を問

     いません。ただし、推薦書は、候補者本人と二親等内の親族(配偶者を含む)でない方

     のものを提出してください。 

     ※候補者調書および推薦書は、ホームページからダウンロードできます。 

      HP http://www.pref.saitama.lg.jp/a0604/hanawa/10bosyu.html 

申込期限 8月 31日(土)  消印有効 

申・問  埼玉県福祉部 障害者福祉推進課  「塙保己一賞」係 

     〒330-9301   埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1  

     ℡ 048-830-3309 FAX 048-830-4789 メール a3310-06@pref.saitama.lg.jp 

 

 ⑱ いばらきヘルスロード候補地を募集します 
 
県では風光

ふうこう

明媚
め い び

なコースや名所、旧跡を巡るコース、既存のヘルスロード同士をつなぐコース

などを重点的にした「いばらきヘルスロード」候補地を募集します。応募したコースが採用され

ると、あなたの名前がコース名に入ります。 

ヘルスロードコースに備えるべき要件 

(1)安全性に配慮されている。 

  ①歩道と車道がガードレールや縁石、路側帯等により区分されている。 

  ②横断箇所には、信号機または横断歩道がある。  

  ※上記①および②を満たすこと。 

(2)利用できるトイレがある。 

(3)休憩できる場所（休憩所、ベンチ、レストラン等）が近辺にある。 

(4)所々に車椅子がすれ違える道幅がある。  

申込方法 申込書を記入のうえ、窓口へお申し込みください。 

             ※申込書は HP http://www.city.kasama.lg.jp/からダウンロードできます。 

申込期間 8月 30日（金） 

申・問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑰ 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  8月 29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  

       ・廃棄物の受入 

       (3) 今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

⑧ページ           猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 健康体操教室を開催します 
 
 運動不足は生活習慣病の原因のひとつです。体を動かすことを習慣化し、健康な体をつくりま

しょう。 

日時  9月 4日（水）～11月 20 日（水）毎週水曜日（全 11回）午前 10時 15分～11時 45分 

   ※11月 13日は休み 

場所 ゆかいふれあいセンター（笠間市長兎路仁古田入会地 1-171） 

内容 バランスエクササイズ、筋力トレーニング、シェイプアップトレーニング等 

             ※初日と最終日に計測と体力測定を実施します。 

講師 健康運動指導士 

対象 市内在住の 30～64 歳の方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費  無料 

申込方法  保健センター窓口または、電話でお申し込みください。 

申込期限  8 月 22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。 
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 ㉑ 筑波山地域ジオパーク愛宕山ジオツアーを開催します 
 
日時  9月 7日（土）午前 9時～午後 0時 30分 受付：午前 8時 30分～（雨天決行／荒天中止）  

場所 愛宕山大駐車場愛宕山フォレストハウス前（笠間市泉 99-20） 

コース（予定）  愛宕山大駐車場 →巴川源流→見晴らしの丘→ 南山展望台→ジュラ紀の地層

         →愛宕山大 駐車場（休憩）→愛宕神社→飯綱神社→愛宕山大駐車場（解散） 

         ※高低差約 100メートルですが、初心者向きのコースです。 

講師 筑波山地域ジオパーク推進協議会認定ジオガイド他 

対象 健脚な方 

定員 20名（先着順） 

参加費 300円（資料・保険代等） 

申込方法  住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の取れる電話番号を記入して、FAX、メ

     ールまたは電話でお申し込みください。 

申込期限   8月 23日（金） 

持ち物  軽登山用の靴と服装、雨具、飲み物など 

    ※歩きやすく滑りにくい靴、日焼けや虫刺され等を防ぐ長袖シャツ、長ズボンでお越し

     ください。 

申・問  筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局 観光課内（内線 516）   

     FAX 0296-77-1146 メール geo001@city.kasama.lg.jp 

     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。            ⑨ページ 

  
                  

javascript:setAdrListAddress('',%20'geo298@city.tsukuba.lg.jp');


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ ハローワーク水戸マザーズコーナー  

  就職応援セミナーを開催します 
 
  働くための心構えや子どもの預け先などの役立つ情報が満載のセミナーを開催します。雇用保

険受給者の求職活動実績になり、0 歳～未就学児の託児も無料で利用できます。ハローワークに

登録がない方はまずご連絡ください。 

日時  9月 6日(金)午前 10時～正午 託児：午前 9時 40分～ 

場所 友部公民館 2階 小会議室（笠間市中央 3-3-6）  

内容 入門編：事前準備お役立ちセミナー 

対象 ハローワークに登録があり、仕事と子育ての両立を目指し仕事を探している方 

定員 20名 

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・問 ハローワーク笠間 ℡ 0296-72-0252 

 

 ㉕ 市内施設見学会 
 
 市民の皆さんに保健・福祉施設を理解していただくため、市内の施設見学会を実施します。 

コース 日時 内容 

A：高齢福祉 
9月 2日（月） 

午前 9時 30分～午後 4時 

うぐいすの杜、グループホーム花水木、フロイデ総合在宅

サポートセンター友部、ヴィレッジかさま、老健すみれ 

B：障害者福祉 
9月 9日（月） 

午前9時30分～午後3時30分 

ケアホームかさま・さくら、愛の里、ひまわり館、 

自立奉仕会 

対象 市内在住の方 

定員 各コース 20名（先着順） 

参加費 800円（昼食代、保険代） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 8月 8日（木）より受け付けします。 

持ち物 筆記用具 

申・問 社会福祉協議会 ℡ 0296-77-0730 

 

 

 

⑩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。 

 

 ㉓ 霞ヶ浦 ECOフェスティバル 2019 
 
 7月 15日の海の日から 9月 1日は霞ヶ浦水質浄化強調月間です。霞ヶ浦の水質浄化に向けてで

きることは何か考えてみませんか。霞ヶ浦や環境問題について楽しく学べるさまざまな催しを用

意して、皆さんをお待ちしています。 

日時  8月 24日（土）午前 10時～午後 3時 30分 

場所 茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市沖宿町 1853） 

内容 実験・体験・工作等の体験教室、環境保全団体等テント出展（水質浄化、ごみ分別等） 

   研究室一般公開、飲食・物産販売等 

問 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 環境活動推進課 ℡ 029-828-0961 

 
 ㉔ 憲法とは何かを考える ～家族・平和・人権 
 

 講演およびパネルディスカッションを実施します。事前予約は不要ですので直接お越しください。 

日時 9月 14日（土）午後 1時 30分～4時 30分 開場：午後 1時  

場所 常陽郷土会館 常陽藝文センター（水戸市市三の丸 1-5-18） 

講師 九州大学教授 南野
みなみの

 森
しげる

さん 

参加費 無料 

問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗ 森林ボランティア育成講座 
 

 この講座は、利用価値を失い荒廃した里山、平地林の再生を継続的に担う人材、ボランティア

の育成を目的としています。森づくりを楽しみながら必要な知識と安全な作業方法を学びます。 

日時 10月 6日・20日、11月 10 日・24日、12月 8日、1月 12日の各日曜日  

   午前 9時 30分～午後 3時前後 

場所 講義：茨城町総合福祉センターゆうゆう館（茨城町小堤 1037-1） 

   実習：茨城町小幡民有林（スギ・ヒノキ林） 

講師 森林インストラクター 堀内
ほりうち

 晴生
は る お

さん  森のボランティア茨城代表 大畠
おおはた

 正平
しょうへい

さん 

対象 18歳以上の方 

定員 20名 

参加費 3,000円 

申込方法 郵送またはメール、ホームページでお申し込みください。氏名、生年月、住所、電話

      番号、メールアドレスをお知らせください。 

申込期限 9月 25日（水） 

申・問 森のボランティア茨城 〒 310-0851水戸市千波町 2867-87  

    ℡ 029-240-3470 メール vzt01040@nifty.com  

    HP  https://forestvolunteeribaraki.jimdofree.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Q Rコード 
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    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。）         ⑪ページ 

 

 ㉖ 夏休み ダンス運動あそびで元気アップ 
 

 運動ゲーム、音楽に合わせた運動（スキップ）、簡単なペアダンスなどの体験教室です。運動

神経と音感の成長に重要な幼児期に「スポーツと音楽を楽しむ活動」の普及を目的にしています。

スポーツ少年団の指導に興味のある方も歓迎します。お気軽にご参加ください。 

日時 8月 22日（木）午後 4時～5時 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

講師 （公財）日本体育協会公認スポーツ指導員・ダンススポーツコーチ 米田
よ ね だ

 健
けん

治
じ

さん 

対象 3歳～小学 3年生（3歳児は保護者と参加） 

参加費 500円 

持ち物 上履き、飲み物 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 五木田
ご き た

 みなみ ℡ 090-5312-2083(午後 1時～8時) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ フラワーアレンジメント教室 
 

 お好きなコースで素敵な花の装飾品を作ってみませんか。お気軽にご参加ください。 

日時 コース 参加費 対象 

毎月土曜日 3～4回  

1部 ：午前 10時～正午 

2部：午後 1時～3時 

3部：午後 3時～5時 

フラワーアレンジメント 3,550円/回  

プリザーブドフラワー 4,500円/回  

新いけばな 3,000円/回  

キッズデザイナー 3,000円/回 小・中学生 

※8月は 10日、17日、24 日、31日に開講します 

場所 地域交流センターいわま「あたご」会議室（笠間市下郷 4438-7） 

講師 本多
ほ ん だ

 恭子
きょうこ

さん 

定員 各部（時間帯）3名 

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 受講日の 1週間前までにお申し込みください。 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

⑫ページ    【回覧】 次号は  8 月  8  日  発行    第  1 - 14 号 

 

 ㉙ 川嶋
か わ し ま

 志乃
し の

舞
ぶ

ホームタウンライブ 2019  

 笠間市出身で笠間特別観光大使の川嶋
かわしま

 志乃
し の

舞
ぶ

さんは伝統芸能ポップアーティストとして、三味

線と歌で日本を表現する和楽器界のパイオニアです。4 度の日本一獲得の実力を誇る津軽三味線

を笠間の地酒、地産地消の美味しいお食事とお楽しみください。 

日時  9月 1日（日）午後 5時～約 2時間 

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） 

定員 50名（先着順） 

参加費 4,000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 28日（水） 

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。 

 

 統計調査員を募集しています 

  

 
統計調査員とは 非常勤の公務員として、国勢調査などの統計調査に従事しています。 

統計調査員の仕事 調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに説明を行 

い、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。 

調査の依頼 統計調査員として市に登録された方の中から、地域などを考慮し、統計調査毎に 

依頼します。 

待遇 調査活動に従事した統計調査員には、対価として法律や条例の規定に基づき、報酬が支払 

われます。 

応募 応募は随時受け付けていますので、ご連絡ください。 

応募要件は、次のとおりです。 

・市内在住で 20歳以上の方 ・秘密保持に責任の持てる方 ・責任を持って調査遂行できる方 

・税務、警察、選挙に直接関係していない方 

申・問 企画政策課（内線 592） 

 




