
■ お知らせ 

① 特設無料人権相談を開設します 

② 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 

③ 市営駅前駐車場・自転車駐車場の定期 

  利用者を募集しています 
④ 違反広告物の撤去を行います 

⑤ ペットの気持ちに寄り添って飼っていますか 

⑥ 笠間市農業公社の事務所を移転します 

⑦ 切れた電線にはさわらないでください 

⑧ 高齢者詐欺被害防止のための紙芝居を 

  ご利用ください  

⑨ 第 48回 茨城県障害者技能競技大会の 

  参加者を募集します 

⑩ 暮らしとこころの相談会を開催します 

⑪ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講座 

  を開催します 

⑫ チャレンジいばらき就職面接会を実施します 

 

 

 

 

■ 趣味・体験 

⑬ 健康講座「糖尿病について」 

⑭「命をおくる人々」在宅看取り講演会 

⑮ ナイスハートふれあいフェスティバル 2019 

⑯「かさま環境を考える会」視察研修会 

⑰ 農業機械士技能認定研修 

⑱ ママ・リフレッシュ～ハーバリウムペン作り～ 

⑲ 太極拳教室 

⑳ 茨城国体開催記念公開競技 アームレスリング選手権大会 

㉑ 将棋大会 

㉒ 秋の特別企画 親子で料理教室 

㉓ 石の百年館企画展「世界の石材」展 

㉔ かさま DEアオハル 

㉕ 笠間の家イベント  

  生江
な ま え

 教代
の り よ

 個展「きりとられた日常の生活」 
㉖ 第 21回 歌声広場  

  ～大きな声で一緒に歌いましょう～ 

㉗ 水戸ニューモラル講演会 感謝の心が人生を拓く 

㉘ モルト音楽舎ライブ  

 

■ お詫びと訂正
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 ①  特設無料人権相談を開設します 
 
 毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人権に関わる困りごとを解決に導くためのご相談です。

相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。 

 相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

【弁護士相談について】 

 午後 1 時から弁護士相談を行います。相談時間は 1 件 30 分以内です。希望される方は、午前

の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでご相談ください。 

日時  9月 18日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30分 

場所 地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11） 

問 社会福祉課（内線 157） 

【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 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、芸術に触れ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その翌日が休館） 

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。 

企画展 「動物がいっぱい!アニマルアート展」、「第3回全国こども絵画ビエンナーレinかさま」 

    （10月 14 日（月・祝）まで） 

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 382） 

 

 
 ③ 市営駅前駐車場・自転車駐車場の定期利用者を募集しています 
 
 満車になり次第締め切りますので、ご了承ください。 
 

施設名 車種 
料金 

（1か月） 
申・問 受付時間 

笠間駅前 

自転車 1,540円 
笠間駅前観光案内所 

℡ 0296-72-1212 
午前 9時～午後 5時 原付 2,050円 

自動車 4,620円 

稲田駅前 

自転車 1,540円 
JR稲田駅 

℡ 0296-74-2300 
午前 7時～午後 3時 原付 2,050円 

自動車 4,320円 

福原駅前 自動車 4,320円 
JR福原駅 

℡ 0296-74-2307 
午前 7時～午後 3時 

友部駅 

北口 

自転車 1,540円 
市民活動課（内線 135） 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

（土日、祝日を除く） 原付 2,050円 

問 市民活動課（内線 135） 

 

 ④ 違反広告物の撤去を行います 
 
 市では、まちの良好な景観を維持するため、屋外広告物法に基づき簡易除却措置が認められて

いる違反広告物の撤去活動を市内全域で行います。 

なお、除却（撤去）した広告物は、後日、種類、数量、撤去場所等を公示します。 

日時  9月 9日（月）～13日（金） 

対象 無許可で街路樹、電柱、道路標識、ガードレール、歩道柵等に掲出されているはり紙、 

             はり札、立看板、広告旗等の広告物 

問 都市計画課（内線 586） 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ ペットの気持ちに寄り添って飼っていますか 
 
ペットも意思と感情を持ち、飼い主の思い通りにはなりません。ペットを飼うことは、その一

生の面倒をみることです。 

ペットを飼うために、愛情はもちろん必要ですが「かわいい」という気持ちだけでは飼い主に

はなれません。ペットの気持ちに寄り添い、その命に責任を持ちましょう。 

【ペットの多くは暑さに弱い】 

 ペットの多くは、人間のように全身から汗をかくことができず、体温調節が苦手です。太陽が

照りつけた地面に近いペットは、人間が暑いと感じるよりもはるかに暑さ（熱さ）を感じていま

す。夏は、日中の散歩等は避けて暑さ対策をしましょう。 

【放し飼いは違法です】 

 「ペットを思いやっての放し飼い」それは間違いです。自由に見える放し飼いは危険で無責任

な行為です。ペットが起こしたトラブルは、全て飼い主の責任です。 

【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を助成し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 切れた電線にはさわらないでください 
 
台風や雷、豪雨の影響による樹木接触・倒木や飛来物などにより、電線が切れてしまう場合があります。

切れて垂れ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが

接触している場合も大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。 

問  東京電力パワーグリッド ℡ 0120-995-007 

  ※0120 番号をご利用になれない場合 ℡ 03-6375-9803（有料） 
 

 ⑧ 高齢者詐欺被害防止のための紙芝居をご利用ください 
 
 特殊詐欺防止を呼びかける紙芝居で高齢者への啓発に取り組んでいます。ご希望の会場に伺い

紙芝居を披露します。無料で利用できますので、いつでもご相談ください。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問  消費者友の会 萩原 ℡ 090-9844-4122 

  

 

 ⑥ 笠間市農業公社の事務所を移転します 
 
 （一財）笠間市農業公社の事務所を、9 月 2 日（月）より現在の事務所（笠間市役所付属棟）

の北側に隣接する旧教育委員会適応指導教室（もくせい教室）に移転します。住所および電話番

号、FAX番号の変更はありません。 

問 （一財）笠間市農業公社（内線 531）℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438 

 

  

 

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                          ③ページ  
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 ⑨ 第 48回 茨城県障害者技能競技大会の参加者を募集します 
 
 障がいのある方たちの職業能力の向上を図り、企業や社会一般の方たちの理解と認識を深め、

雇用の促進を図ることを目的として開催されます。 

日時 12月 7日（土）、8 日（日）午前 9時～午後 4時 

場所 茨城県職業人材育成センター（水戸市水府町 864-4） 

競技種目  定員 

電子機器組立         4名 

縫製、木工、オフィスアシスタント 各 10名 

パソコンデータ入力       20名 

ワード・プロセッサ       25名 

ビルクリーニング、喫茶サービス 各 27名 

対象 ・ 障がい者の雇用促進などに関する法律に規定する身体・知的・精神障がい者の方。 

   ・ 平成 31年 4月 1日現在で満 15歳以上の方。 

   ・ 次のいずれかに該当する方 

     県内に居住している方、県内の事業所に勤務している方、県内の職業訓練施設等に在籍

     している方 

参加費  無料 

申込方法 参加申込書、同意書を持参または郵送してください。 

     ※参加申込書、同意書はホームページからもダウンロードできます。 

      HP http://www.jeed.or.jp/location/shibu/ibaraki 

申込期間 9月 2日（月）～13日（金） 

申・問 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 茨城支部 高齢・障害者業務課 

    水戸市城南 1-4-7 第 5プリンスビル 5階 ℡ 029-300-1215 

 ⑩ 暮らしとこころの相談会を開催します 
 

 無料法律相談会です。事前に電話で予約してください。 

日時 場所 
定員 

（先着順） 
申・問 

9月 9日（月） 

午後 1時 30分～4時 30分 

下妻市商工会館 

（下妻市長塚 74-1） 
6名 

弁護士会下妻支部 

℡ 0296-44-2661 

9月 10日（火） 

午後 1時～4時 

茨城県弁護士会館 

（水戸市大町 2-2-75） 
6名 

茨城県弁護士会 

℡ 029-227-1133 

9月 12日（木） 

午前10時～正午、午後1時～4時、

午後 6時～8時 

茨城県弁護士会土浦支部 

（土浦市中央 1-13-3 

   大国亀城公園ハイツ 304） 

14名 
弁護士会土浦支部 

℡ 029-875-3349 

 

     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 

  ④ページ  ℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑪ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講座を開催します 
 
 県では高齢者の介護予防のため「シルバーリハビリ体操」の普及を進めています。この体操を

普及するボランティア「シルバーリハビリ体操指導士」の養成講座を行います。 

コース 開催日（各コース 6日間） 申込期限 決定通知 

193 
10月 1日（火）、4日（金）、8日（火）、11 日（金）、 

15日（火）、18日（金） 
  9月 10日（火）   9月 17日（火） 

194 
10月 10日（木）、17日（木）、21日（月）、 

24日（木）、28日（月）、31 日（木） 
  9月 19日（木）   9月 26日（木） 

195 
11月 7日（木）、11日（月）、14日（木） 

18日（月）、25日（月）、28 日（木） 
10月 17日（木） 10月 24日（木） 

196 
11月 15日（金）、19日（火）、26日（火）、29日（金）、

12月 3日（火）、6日（金） 
10月 25日（金） 11月   1  日（金） 

場所 茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町 993-2） 

開始時間  1 日目：午前 9時 30分～ 2日目：午前 9時 45分～ 3日目以降：午前 10時～ 

終了時間 午後 3時間 45 分（全日程） 

対象  茨城県民、おおむね 60歳以上で常勤の職についていない、地域のボランティア活動がで

    きる、これらすべてにあてはまる方 

受講料 無料 

申込方法 往復はがきに郵便番号、住所、氏名、ふりがな、性別、生年月日、電話番号、希望す

     るコース名（参加できるものをすべて記入）を記入して、郵送でお申し込みください。 

申・問 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部 〒310-0852  水戸市笠原町 993-2 ℡ 029-243-4217 

 

 ⑫ チャレンジいばらき就職面接会を実施します 
 
 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

お持ちのうえご参加ください。詳細はホームページをご確認ください。 

 水戸会場 土浦会場 

日時 
10月 2日（水） 10月 21日（月） 

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

対象 大学院、大学、短大、専修学校等など（高校は除く）の令和 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 ℡ 029-301-3645 

  HP  http://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/rosei/rodo/r1challenge.html  
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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/                  ⑤ぺージ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 健康講座「糖尿病について」 
 

糖尿病は、初期段階には自覚症状がほとんどありませんが、高血糖状態を放置すると重い合併症

を引き起こします。糖尿病の病態や予防、歯科との関わりについて学び生活習慣を見直しましょう。 

日時 10月 17日（木）午後 1時 30分～3時 

場所 保健センター（笠間市南友部 1966-1） 

講師 笠間市立病院医師 坂倉
さかくら

 明恵
あ き え

さん  保健センター 歯科衛生士 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

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 10月 3日（木） 

申・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。 

 ⑭ 「命をおくる人々」在宅看取り講演会 
 

 在宅での看取りについて理解を深めていただくことを目的に、納棺師による納棺の儀デモンス

トレーションと講演、座談会を開催します。申し込みは不要ですので、ぜひご参加ください。 

日時  9月 7日（土）午後 1時～3時 受付：正午～ 

場所 地域医療センターかさま 行政棟(笠間市南友部 1966-1)  

講師 ㈱おくりびとアカデミー 木村
き む ら

 光
みつ

希
き

さん  笠間市立病院  院長 石塚
いしつか

 恒夫
つ ね お

さん 

   茨城県立中央病院化学療法センター 看護師長 田中
た な か

 和美
か ず み

さん 

対象 市内在住、在勤、在学の方 

定員 100名（先着順） 

参加費 無料  

問 メディカルケアクリニックかさま 開設準備室 関 ℡ 090-2471-1732 

 

 ⑮ ナイスハートふれあいフェスティバル 2019 
 
 このフェスティバルは、心身にハンディキャップを持った方たちによる音楽、ダンスなどの発

表や作品の展示などを行い、障がい者（児）の福祉向上および県民の理解と認識を深めることを

目的としています。どなたでも自由に見学できますので、ぜひお立ち寄りください。 

内容 日時 

学校教育

の部 

発表会 12月 6日（金） 午前 9時 45分～午後 1時 10分 

美術展 12月 6日 （金）～9日（月） 午前 9時～午後 4時 30分（9日は正午まで） 

一般 

の部 

発表会 12月 7日（土） 午前 11時 15分～午後 3時 

美術展 12月 5日 （木）～9日（月） 午前 9時 30分～午後 4時 30分（9日は正午まで） 

模擬店 12月 7日（金） 午前 9時～9時 40分 午前 11時～午後 3時 

作品販売 
12月 6日（金） 午前 10時～午後 1時 

12月 7日（土） 午前 9時～9時 40分 午前 11時～午後 3時 

場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館（水戸市千波町東久保 697） 

問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375  

  URL http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/7.html 

  

 

⑥ページ           猫は屋内で飼いましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 「かさま環境を考える会」視察研修会 
 

 日本初の公害事件といわれる足尾鉱毒事件と、これに立ち向かって活動した田中正造について

学びます。また、午後は、治水と公害物質の沈殿のために作られた渡良瀬遊水地を見学します。 

日時  9月 26日（木）集合：午前 8時 20分 出発：午前 8時 30分 帰着予定：午後 5時 

場所 集合場所：笠間市役所本所 正面駐車場（笠間市中央 3-2-1） 

   研修先①：田中正造記念館（群馬県館林市大手町 6-50） 

   研修先②：渡良瀬遊水地湿地資料館（栃木県栃木市藤岡町藤岡 1778） 

定員 各 35名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 700円（高速道路代等） 

    ※昼食場所は、道の駅きたかわべとなります。各自負担でお願いします。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 9月 12日（木） 

持ち物 飲み物、歩きやすい靴 

申・問 環境保全課（内線 125） 

 

 ⑰ 農業機械士技能認定研修 
 

 農業者等を対象にトラクターの構造や機能、取り扱いなどに関する講義やロータリー耕、作業

機着脱、トラクター点検整備、工具の使い方などの実習を行います。 

日時 10月 28日（月）～11月 1日（金）までの 5日間 午前 9時～午後 4時 

場所 茨城県立農業大学校（東茨城郡茨城町長岡 4070-186） 

定員 15名（最小開催人数 5名） 

参加費 5,058円（別途、傷害保険料が必要となります。） 

申込方法 郵送または FAXでお申し込みください。申込書は、農業大学校ホームページからダウ

     ンロードできます。（「茨城県立農業大学校」で検索） 

申込期限 9月 17日（火） 

申・問 茨城県立農業大学校 庶務部研修科 〒311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186 

    ℡ 029-292-0419 FAX 029-292-0903 

 

  ⑱ ママ・リフレッシュ ～ハーバリウム ペン作り～ 
 
 子育てをがんばっているみなさん、自分へのご褒美、お友達へのプレゼントにいかがでしょうか。 

日時  9月 12日（木）午前 10時 30分～11時 30分 

場所 笠間市児童館 創作活動室（笠間市南友部 1966-140） 

対象 市内在住の生後 6ヶ月～2歳のお子さんとその母親（託児付き） 

講師 倉持
くらもち

 佳子
け い こ

さん 

参加費 300円（材料費） 

    ※お一人様 2本作れます。 

定員 10名（先着順） 

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  9 月 1日(日)～11日（水） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 
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 ⑳ 茨城国体開催記念 公開競技  アームレスリング選手権大会 
 
日時 9月29日(日)  受付・検量：午前10時～10時40分 開会式：11時 競技開始：11時30分(予定)

場所 イオンモール水戸内原   2 階   イオンホール (水戸市内原 2-1) 

競技部門 ○茨城県知事杯市町村対抗大会：編成 4 人、2 人でも出場可。先鋒、中堅、大将の 3

      人で行う。交代選手 1名。 

      ○ゴールドクラス（有力選手）・シルバークラス（一般レベル）・ブロンズクラス（実

      績、経験が少ない）。自己申告制。 

     ※前年度シルバークラスとブロンズクラス優勝者は 1ランク以上の出場となります。 

     ○ 東日本マスターズ：45歳以上の方はどなたでも参加可。 

     ○ 障害者大会：車椅子の部、車椅子以外の部の 2部門。 

     ※左右共、体重無差別。 

     ○ 茨城県オープン大会：65ｋｇ以下、75ｋｇ以下、75ｋｇ超級の 3階級の男子 

     ※左右共。 

※県外在住の選手も出場可。ただし、都道府県大会で優勝した実績のある選手を除く。 

参加費   ○茨城県知事杯 市町村対抗大会: 1チーム 9,000 円 

      ○男子の部：1部門 4,000円（1部門追加ごとに 1,000円） 

      ○障害者大会：無料（障がい者手帳のコピーを添付してください） 

服装 上は Tシャツまたはタンクトップ、下はトレパンやバギーパンツ、運動靴などスポーツを 

するのにふさわしい服装。 

   ※作業服、ジーンズ、半ズボンでの出場はできません。  

注意事項 1.参加費を同封していない申込書は受理できません。 

     2.申込後のエントリー変更はできません。  

     3.郵便番号、住所の記載は明確にお願いします。 

申込方法 所定の申し込み用紙に必要事項を記入し、参加費を添えて大会事務局にお申し込みください。 

申込期限  9 月 10日（火）必着 

申・問 オール茨城アームレスリング連盟  ℡ 090-5411-6875  〒309-1723 笠間市矢野下 1379-3 

 ⑲ 太極拳教室 
 

内容 

すこやか太極拳教室 らくらく太極拳教室 

出勤前や家事の前後などの朝活に、太極拳

を取り入れてみませんか。 

パワースポットで、エネルギーのチャージ

をしてみませんか。 

日時 

9月 3日～12月 17日の毎週火曜日 

午前 6時 30分～7時 30分 集合：6時 20分 

※10月22日（火）は休み 

9月 7日～12月 14日の毎週土曜日  

午前 6時30分～7時30分 集合：6時20分 

※11月 23日（土）は休み 

場所 

旧笠間市商工会 岩間事務所前広場 

（笠間市下郷 4439-46） 

※天候や諸事情により中止になることが

 あります。 

笠間稲荷神社絵馬殿前（笠間市笠間 1） 

※雨天時は、仲見世通り 

※駐車場はフードセンター、コンパル、 

 ほんまやをご利用ください。 

講師 楊名時八段錦太極拳 師範  藤枝
ふじえだ

 富
ふ

美子
み こ

さん 

参加費 無料 200円/回 

申込 

方法 

窓口または FAXでお申し込みください。 

申込書は窓口に用意してあります。 
直接会場へお越しください。 

申・問 
笠間市商工会 岩間事務所（笠間市下郷5140） 

℡ 0299-45-5711 FAX 0299-45-2986 
問 

笠間稲荷門前通り商店街協同組合  

久野 ℡ 0296-72-0202  

 

 
⑧ページ   小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 将棋大会 
 
 さぁ、君も挑戦してみよう。プレゼント、参加賞を用意してお待ちしています。 

日時  9月 7日（土）午後 2時～ 

場所 笠間市児童館（笠間市南友部 1966-140） 

対象 小・中・高生 

参加費 無料 

申込方法 窓口に直接、または電話でお申し込みください。（先着 12名） 

申込期間 8月 24日（土）～9月 6日（金） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340   

  

 
 ㉒ 秋の特別企画 親子で料理教室 
 

日時 内容 

9月 7日（土） 
午後 2時～3時 30分 

秋のクッキー&キーマカレー 

9月 8日（日） 運動会に使える簡単おかずレシピ 

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 

対象 3～12 歳のお子さんと保護者 

定員 12名（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・問 フジフーズ（株）水戸工場 担当：塚本、大枝 ℡ 0299-37-6400  

 ㉓ 石の百年館企画展「世界の石材」展 
 

 今回の企画展は、さまざまな特徴を持つ世界各地の建築石材を展示します。ぜひご来場ください。 

日時 9月 18日（水）～12月 22日（日）午前 9 時～午後 5時（10 月から 3月は午後 4時まで） 

休館日 月曜（祝日の場合は翌平日） 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

入館料 無料 

問 商工課（内線 510） 

 
 ㉔ かさま DEアオハル 
 
 雑貨、アクセサリー、食べ物など約 60ブースが出店します。ぜひお越しください。 

日時  9月 14日（土）午前 10時～午後 8時 30分 

  9月 15日（日）午前 10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 Tutumiya GYU ℡ 0296-73-6366   

 ㉕ 笠間の家イベント  生江
な ま え

 教代
の り よ

個展「きりとられた日常の生活」  
「毎日の記憶や心の残像の蓄積」を、版画に絵画の要素をあわせたモノプリントという技法で、

和紙を使用し表現した作品をお楽しみください。 

期間 9月 16日(月)～9月 29日(日)（9月 17日(火)、24日（火）は休館） 

時間 午前 9時 30分～午後 5時（最終日のみ午後 3時まで） 

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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                      お詫びと訂正                       
 
 令和元年 8 月 8 日（木）発行の広報かさま【お知らせ版】P2「② 窓口延長業務・マイナンバ

ーカード対応業務を変更します」の記事内に誤りがありました。読者の皆様および関係各位にお

詫び申し上げ、訂正します。 

○11月から窓口延長業務が本所のみとなります（笠間・岩間支所の窓口延長業務を廃止） 

本所開庁日 日曜日 水曜日 

開庁時間 午前 8時 30分～正午 午後 5時 15分～7時 30分 

開庁課 市民課、収税課 市民課、保険年金課、収税課 

【誤】※日曜日の収税課は第 4日曜のみ実施。 

【正】※日曜日の収税課は毎月最終日曜日のみ実施。ただし、12月は 22日となります。 

問 市民課（内線 147） 税務課（内線 110）  

  笠間支所市民窓口課（内線 72121）  岩間支所市民窓口課（内線 73185） 

 

 ㉘ モルト音楽舎ライブ 
 

日時 9月 15日（日）開演：午後 2時 

場所 まちの駅 笠間宿 音楽ホール（笠間市笠間 2247-1） 

出演 Solla
ソ ラ

 Ma
マ

 Mere
メ ー ル

：オーボエ 河崎
かわさき

 智恵
と も え

さん、フルート 中田
な か だ

 由紀乃
ゆ き の

さん、ピアノ 笹島
ささじま

 陽子
よ う こ

さん 

入場料 1,500円(飲み物付き) 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 モルト音楽舎 河又 ℡ 090-5322-6459 

 

 ㉗ 水戸ニューモラル講演会 感謝の心が人生を拓く 
 
 良いことも良くないことも感謝の心で受け止め、人生を切り拓いていく生き方を学んでみませんか。 

日時  9月 22日（日）午後 1時 30分～3時 30分 受付：午後 1時  

場所 茨城県立歴史館 講堂（水戸市緑町 2-1-15） 

講師 （公財）モラロジー研究所 生涯学習講師 定方
さだかた

 真
ま

記
き

さん 

定員 70名  

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXで住所、氏名をお伝えください。 

申込期限  9 月 15日（日） 

申・問 水戸モラロジー事務所 ℡・FAX 029-263-2553 

 

⑩ページ    【回覧】 次号は  9 月  5 日  発行    第  1 - 16 号 

 

 ㉖ 第 21回 歌声広場 ～大きな声で一緒に歌いましょう～ 
 
 ギター、ウクレレ、フルートの伴奏にあわせて童謡唱歌、昭和歌謡、懐メロ、抒情歌、フォー

クソング、ポピュラーなどみんなで大きな声で歌いませんか。歌が好きな仲間と明るく楽しい時

間を過ごして、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

 事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。 

日時  9月 17日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 岩間公民館   大会議室（笠間市下郷 5140） 

対象 シニア 

演奏者 音楽ボランティアグループ「ローサス」 

参加費 無料 

持ち物 前回配付したローサス歌集、上履き、飲み物 

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402 

 


