
 

■お知らせ 

① 間違い電話にご注意ください 

② 皆さんの意見をお聞かせください  

  ～パブリック・コメント手続き制度～ 

③ 令和 2年度設置予定の鳥獣被害防止施設 

  および緩衝帯整備の国の要望調査を行います 

④ ひとりで悩まないで相談してください 

⑤ 秋の全国交通安全運動を実施します 

⑥ ドローンの飛行自粛にご協力ください 

⑦ リハビリ講習会を希望する団体を募集 

  しています 

⑧ 高齢者の悪質商法被害防止キャンペーン 

 を実施中です 

⑨ 介護用品の購入券を交付します 

⑩ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑪ 第 2回 笠間市子ども・子育て会議の傍聴が 

  できます 

⑫ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 

  委員会の傍聴ができます 

⑬ 特設無料人権相談を開設します 

⑭ 健康診査（10月分）を実施します 

⑮ A3 判の都市計画図の販売を開始しました  

⑯ 笠間市社会福祉協議会職員採用試験を 

  実施します 

 

 

⑰ 令和 2年度 茨城県立農業大学校入学生を 

  募集します 

⑱ 笠間市児童館フリーマーケット出店者を 

  募集します 

⑲ 福祉バザー用品の寄付をお願いします 

⑳ 看護師等病院体験ツアーを開催します 

㉑ 茨城県盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会 

  を開催します 

㉒ 事業承継セミナーを開催します 

㉓ いこいの家はなさかをご利用ください 

 

■教養・文化・交流 他 

㉔ イングリッシュ・スペース 

㉕ 第 38回 IBARAKIウォークフェスティバル 

㉖ 里山ウォーク 

㉗ いばらきヘルスロードウォーキング教室 

㉘ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～ 

㉙ 第 11回「笠間市公民館まつり」展示・発表 

㉚ 笠間ふれあい大学 10月講座のご案内 

㉛ 笠間クラインガルテン  新米まつり 

㉜ フラダンス体験教室 

㉝ 宮沢賢治の世界～語りとハープと唄と～ 

㉞ クラフトマーケット「シャルシェマルシェ」 
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 ①  間違い電話にご注意ください 
 
 笠間市役所にお問い合わせの際は、おかけ間違いにご注意ください。 

◆笠間市役所の電話番号◆ 

岩間地区から ℡ 0299-37-6611 

笠間・友部地区から ℡ 0296-77-1101または ℡ 0296-72-1111 

※特に市外局番にご注意ください。 

問 資産経営課（内線 571） 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 皆さんの意見をお聞かせください  

  ～パブリック・コメント手続き制度～ 
 
 次の案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見、ご提案をお聞かせく

ださい。「パブリック･コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を

広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制度です。実施期間中は市ホームページ、市役

所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。（市ホームページ⇒「パブリック・

コメント」で検索） 

案件名 笠間市水道事業第 2次基本計画（案） 

案の趣旨  

 水道を取り巻く環境の変化のなか、現在抱えている課題や新たに生じている課題に柔軟に対応

し、効率的かつ効果的な事業を実施するため、今後の事業経営の基本方針を定め、新たな基本計

画の策定をする必要があります。 

 本計画は、笠間市水道事業における老朽化した施設及び耐震化計画による施設の更新や配水管

網整備、更に自然環境に伴う取水量の減少および水質の変化を最重要課題とし、その他さまざま

な課題に対する施策を体系的に整理し、それらの施策を長期的かつ総合的な観点から、効率的で

効果的な事業計画の策定を目的とします。 

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください（書式自由）。 

 ※ いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 9月 12日（木）～10月 1日（火） 

提出先・問  水道課（内線 71200）〒309-1723 笠間市矢野下 750 FAX 0296-77-0583 

      メール info@city.kasama.lg.jp 

 

  ③ 令和 2年度設置予定の鳥獣被害防止施設および 

  緩衝帯整備の国の要望調査を行います 
 
 最近のイノシシ等による農作物の被害状況から、鳥獣被害防止施設（電気柵や防護柵等）を地

域で設置予定の農業者組織を対象に、購入費用の補助や緩衝帯整備（農地と山林の間の草刈り等）

に対する補助を予定しています。 

 令和 2年度に設置を検討されている方はご相談ください。 

対象 （1）電気柵・防護柵等 

（2）農地と山林等の間の緩衝帯の整備等 

要件 ・農業者 3戸以上の組織であること 

   ・年間活動日の出納簿および活動内容を作成し報告すること。（5年間） 

   ・緩衝帯整備事業については、笠間市で１件のみとなります。（事業費上限：200万円） 

必要書類 見積書、設置場所の図面 

補助額 10/10 以内（上限単価あり。審査により満額補助とならない場合や、補助対象とならな

    い場合があります。） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期限  9 月 26日（木） 

申・問  農政課（内線 527） 

 

 

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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 ④ ひとりで悩まないで相談してください 
 
  9月 10日～16日は「自殺予防週間」です。もしあなたが悩みを抱えていたら、もしあなたの

周りに悩みのある人がいたら、ぜひ相談してください。 

 詳しくは、各窓口にお問い合わせください。 

相談内容 相談窓口 電話番号 相談時間など 

死にたい気持ちを 

感じていたら 

心に悩みを抱えて 

いたら 

茨城いのち 

の電話 

つくば：029-855-1000 

水戸：029-350-1000 
毎日 24時間 

フリーダイヤル 

0120-783-556 

毎月 10日  

午後 8時～翌日 8時 

いばらき 

こころの 

ホットライン 

平日：029-244-0556 午前 9時～正午 

午後 1時～4時 

祝日、年末年始は休み 土日：0120-236-556 

こころの悩みを 

抱いている方や 

その家族の相談 

こころの 

相談室 保健センター 

0296-77-9145  

毎月 1回 

事前申し込み必要 

健康・育児に 

関する相談 
健康相談 事前申し込み必要 

日常の悩みごとや 

心配ごとの相談 

心配ごと 

相談所 

市社会福祉協議会 

本所：0296-77-0730 

笠間支所：0296-73-0084 

岩間支所：0299-45-7889 

本所：水曜日 

笠間支所：火曜日 

岩間支所：木曜日 

各日午後 1時～4時 

事前申し込み不要 

生活困窮に関する 

相談 

生活困窮者 

自立相談 

支援窓口 

市社会福祉協議会 

本所：0296-77-0730 

月～金 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

事前申し込み不要 

悪質な訪問販売や 

架空請求、消費生活 

に関するトラブル 

消費生活 

センター 

 

市消費生活センター

0296-77-1313 

 

月～土 

午前 9時～正午 

午後 1時～4時 

第 2･4火曜日、年末年始は休み 

事前申し込み不要 

障がい者の虐待に 

関する相談 

障害者虐待 

防止センター 

社会福祉課（内線 151） 

0296-77-1101 

月～金 

午前 8時 30分～午後 5時 15分 

事前申し込み不要 

いじめなどの差別 

問題や家庭内の問題 

等、人権に関する相談 

特設無料 

人権相談 

社会福祉課（内線 157） 

0296-77-1101 

毎月１回 

事前申し込み不要 

問 社会福祉課（内線 153） 
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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。 
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 ⑤ 秋の全国交通安全運動を実施します 
 

市内においても高齢者の交通事故が多発しています。私たちひとり一人が交通ルールを守り、

マナー意識の向上に努めましょう。 

運動の実施期間は、9月 21日（土）～30 日（月）までの 10日間で、9月 30日（月）は「交

通死亡事故ゼロを目指す日」です。運転者は、子どもや高齢者を見かけたらその行動に充分注意

し、減速・徐行・一時停止するなど思いやり運転に努めましょう。 

スローガン 夕暮れは 明るい服と 反射材 

運動の重点 （1）子供と高齢者の安全な通行の確保 

(１)       （2）高齢運転者の交通事故防止 

      （3）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

      （4）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

      （5）飲酒運転の根絶 

問 市民活動課（内線 135） 

 

  

 

 ⑥ ドローンの飛行自粛にご協力ください 
 
 次の日時において、ドローンの飛行について自粛をお願いします。 

日時   9  月  28日（土）～10月 8日（火） 第 74回国民体育大会 

   10月  12日（土）～14 日（月） 第 19回全国障害者スポーツ大会 

 茨城県で、第 74回国民体育大会および第 19回全国障害者スポーツ大会が開催され、笠松運動

公園を開閉会式場とし、県内全市町村各会場においてさまざまな競技が行われます。 

 大会当日は多くの大会関係者や観客が来場し、万が一ドローンが落下した場合、怪我人が出る

おそれや、競技進行の妨げになります。航空法で定められた飛行禁止場所での飛行や、飛行方法

に反してドローン等を飛行させた場合、航空法違反などにより処罰される場合があるため、会場

および会場周辺での飛行はお止めください。 

 ドローンを見かけた際は、茨城県警本部または、最寄りの警察署へご連絡ください。 

 皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。 

※航空法等により、イベント会場や人口集中地域、人や建物から 30メートル以内等において、

 許可なくドローン等を飛行させることは禁止されています。（笠松運動公園や各競技会場はイ

 ベント会場に該当します。） 

問 茨城県警本部   国体対策課 ℡  029-301-0110 

 

 ⑦ リハビリ講習会を希望する団体を募集しています 
 

 地域で活動している地区会、高齢者クラブ、地区サロンなどを対象にリハビリ専門職が出向い

て介護予防の講話を行います。ぜひ、お役立てください。 

講師 茨城県リハビリテーション専門職協会より派遣 

対象 市民であり 10名以上で活動している団体 

参加費 無料 

申込方法 電話または直接窓口でお申し込みください。 

申込期限 10月末日まで（申し込み多数の場合は抽選） 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 高齢者の悪質商法被害防止キャンペーンを実施中です 
 
 高齢者の消費生活相談は、依然として笠間市消費生活センターに寄せられる相談の半数以上を

占めています。悪質商法の手口を知って被害に遭わないようにしましょう。当センターでは、 

9月を「高齢者の被害防止キャンペーン月間」として啓発活動を実施しています。 

○架空請求・不当請求  

 「裁判になっている」とはがきが送られてくる、パソコン、スマホに未納料金が発生している

とメールがきたり、請求画面が表示されている等。 

【対策】 身に覚えのない請求には応じず、無視をしてください。 

○訪問販売  

 販売員が自宅へ突然やってきて無料診断や無料点検などの誘い文句で販売活動を行う。 

【対策】 不要なものははっきり断る。万が一契約しても 8日間以内であればクーリングオフが

出来ますので、慌てずに対応してください。 

○催眠商法 

 日用品を無料で配り、熱気あふれる会場の雰囲気に流されて契約。SF商法、ハイハイ商法。 

【対策】 自由に出入りのできない会場は危険。冷静な判断を心掛けましょう。 

○電話勧誘 

 電話料金が安くなる、電気料金が安くなる等のしつこい勧誘。 

【対策】 今日だけ、今だけ、あなただけと言われても、不要なものはきっぱりと断りましょう。

     変だな、困ったなと思ったら一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。 

問 笠間市消費生活センター （地域交流センターともべ      内） 

  相談専用電話：0296-77-1313 

  相談受付時間：月～土曜日  午前 9時～正午、午後 1時～4時（日曜、第 2・第 4火曜は休館日） 

  消費者ホットライン：188(イヤヤ) 

  ※お住いの近くにある消費生活センターにつながります。 

 

 ⑨ 介護用品の購入券を交付します 
 
 介護用品購入券の下期（10～3月分）の申請を受け付けています。 

対象 要介護 3以上の笠間市の被保険者で在宅介護を受けていて、介護保険料を完納（対象者が

   属する世帯全員）している方。 

   ※下記施設に入所中の方も、在宅扱いとなり対象になります。 

   市内：ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム 

   市外：ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

   ※なお、介護保険施設（特別養護老人ホームや介護老人保健施設）に入所中、または医療

    機 関に入院中の方は、対象になりません。 

助成金額 月額 4,000円 

対象品目 排泄ケア用品、口腔ケア用品、清拭用品、消臭剤・防臭剤、介護用食器等  

申請方法 介護保険証と印鑑を窓口まで持参してください。 

申請期限  9 月 20日（金） 

     ※期限を過ぎても随時受け付けします。購入券の発送は 9月下旬を予定しています。 

申・問 高齢福祉課（内線 174） 笠間支所福祉課（内線 72132） 岩間支所福祉課（内線 73173） 
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。 
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 ⑩ 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  9月 26日（木）午後 2時～ ※ 傍聴受け付け：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  

       ・施設モニタリング ・排ガスの維持管理 ・浸出水の放流 

    (3) 今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑫ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会の傍聴ができます 
 
 第 8期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を策定するため，次のとおり委員会を開催します。 

 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 10月 3日（木）午後 1時 30分～3時（予定） 受付：午後 1時～1時 30分 

場所 市役所本所 2階  教育棟 2-1会議室 

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 高齢福祉課（内線 170） 

 

 ⑪ 第 2回   笠間市子ども・子育て会議の傍聴ができます 
 
 笠間市子ども・子育て支援事業計画等に関する協議、報告を行うため、会議を開催します。 

 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  9月 26日（木）午後 3時～ 受付：午後 2時 20分～2時 50分 

場所 友部公民館 2階 大会議室 

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 子ども福祉課（内線 165） 

 

 ⑬ 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 時から弁護士相談も行います。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  10月 1日（火）午前 10時～午後 3時 最終受け付け：午後 2時 30分 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

問 社会福祉課（内線 157） 
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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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 健康診査（10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 

 1日（火） 

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） 

 2日（水） 笠間公民館 

 8日（火） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

26日（土） 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（超音波検査のみ） 

健診日 受付時間 健診場所 

11日（金） 
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 

保健センター 

（地域医療センターかさま内） 

30日（水） 子宮頸がん・乳がん検診：午後 0時 30分～１時 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。 

【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日（月） 
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） 

 23日（水） 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

※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。 

 

 
 

⑦ぺージ 
2019-0905 

 
 

令和  元  年   9  月  5  日   第  1‐16  号 

 ⑮ A3判の都市計画図の販売を開始しました 
 
  8月から、A3判の都市計画図の販売を開始しました。販売の際、図面の印刷に 1枚 10分程度

のお時間をいただきます。 

対象 白図(1/2,500):200 円 用途地域図(1/2,500):300円 

販売場所 本所 都市計画課（笠間支所、岩間支所では販売していません） 

問 都市計画課（内線 586） 

皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 笠間市社会福祉協議会職員採用試験を実施します 
 

【事務職員】 

勤務内容 社会福祉関連の一般事務、相談支援等 

募集人数 1名 

資格等 

平成 2年 4月 2日以降生まれで学校教育法による大学(短期大学は除く)を卒業、また

は令和 2年 3月 31日までに卒業見込みの方 

社会福祉士または社会福祉主事の資格を有する方（取得見込みも含む） 

普通自動車運転免許を有する方 
 

【介護支援専門員】 

勤務内容 介護支援専門員 

募集人数 2名 

資格等 
昭和 50年 4月 2日以降生まれで介護支援専門員の資格を有する方 

普通自動車運転免許を有する方 

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） 

賃金 大卒：初任給 180,700 円に地域手当(給与の 3%)を加算した額になる見込みです。 

   各種手当（通勤手当、期末・勤勉手当等）が支給されます。 

   学校卒業後一定の経験年数がある方は、上記金額(令和元年8月現在)に一定額が加算されます。 

加入保険 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 

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 9月 18日(水)～10月 18日(金) 

申・問 （福）笠間市社会福祉協議会 本所  総務管理グループ ℡ 0296-77-0730 

      HP http://kasama-syakyo.jp 

 

 ⑰ 令和 2年度  茨城県立農業大学校入学生を募集します 
 
募集人員等 

区分 学科名 募集人員 受験資格 修業年限 専攻コース 

学科 

農学科 40名 
高校等を卒業または令和 2年 3月

に卒業もしくは修了見込みの方 

2年 

普通作・露地野菜・果樹 

畜産学科 10名 畜産 

園芸学科 30名 施設野菜・花き 

研究科 10名 

農業大学校学科卒および令和 2年

3月に卒業見込みまたはこれと同

等以上の学力を有する方 

作物・園芸・畜産 

願書受付・入学試験 

試験区分 願書受付期間 試験日 選抜方法 

推薦入試 

（各学科） 
9 月 30日（月）～10月 18日（金） 10月 30日（水） 

小論文、口述試験 

（個別面接）調査書等 

一般入試 

（各学科） 

前期 11月 11日（月）～12月 6日（金） 12月 12日（木） 
筆記試験、口述試験 

（個別面接）調査書等 
後期 令和 2年2月3日（月）～21日（金） 令和2年3月5日（木） 

研究科一般入試 11月 11日（月）～12月 6日（金） 12月 12日（木） 

授業料等 入学試験手数料：2,200 円、入学料：5,650円、授業料：年 118,800円、教材費他 

申・問 茨城県立農業大学校 入試事務局 ℡ 029-292-0010 

    県ホームページ⇒「茨城県農業総合センター農業大学校」で検索 
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飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 笠間市児童館フリーマーケット出店者を募集します 
 
 ご家庭で不要になった子供服や使わないもの、手作り品など、ご家族やお友達と出店してみま

せんか。食品の出店については、ご相談ください。 

日時 10月 6日（日）午前 10 時～午後 2時 

場所 笠間市児童館 館庭（笠間市南友部 1966-140） 

   ※雨天時は遊戯室 

参加費 無料 

定員 先着 12区画 

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 9月 21日(土)～10月 4日(金） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

  

 

 ⑲ 福祉バザー用品の寄付をお願いします 
 
 ボランティア連絡協議会で福祉バザーを開催しますので、ご家庭に眠っている日用雑貨品など

の寄付をお願いします。寄付していただける方は、社会福祉協議会各支所に届けてください。益

金はボランティア活動の充実、発展のために活用します。 

※友部地区中央支部管内にお住まいの方は、支部のバザーに品物の寄付をお願いします。 

地区 開催日 締切日 会場 

友部 10月20日（日） 10月 15日（火） 「ふるさとまつりinかさま」友部公民館（笠間市中央3-3-6） 

笠間 11月  2日（土） 10月 29日（火） 「JAふれあい祭り」笠間芸術の森公園（笠間市笠間 2345） 

岩間 11月  9日（土） 11月   7日（木） 「公民館まつり」市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

※大型の物、こいのぼり、ひな人形、ガラスケースの人形等はご遠慮ください。 

問  笠間市社会福祉協議会  ボランティアセンター    ℡  0296-78-2626 

  笠間支所 ℡ 0296-73-0084 岩間支所 ℡ 0299-45-7889 

 

 ⑳ 看護師等病院体験ツアーを開催します 
 
 再就業を考えている看護師の方を対象に、再就業についての不安の解消を図り、職場復帰を円

滑にすることを目的とした病院見学ツアーを開催します。 

日時 場所 

10月 16日（水） 

午前 9時～午後 4時 

水府病院（水戸市赤塚 1-1） 

介護老人保健施設渡里の里（水戸市渡里町 285-1） 

10月 29日（火） 

午前 9時 30分～午後 3時 30分 
ひたちなか総合病院（ひたちなか市石川町 20-1） 

対象 県央地域在住の職場復帰を検討している看護師（ナースバンク未登録者には、登録をして

   いただきます。） 

定員 各 10名程度（先着順） 

参加費 無料 

申込方法  郵送または FAXでお申し込みください。 

      ※申込書は茨城県ナースセンターのホームページからダウンロードできます。 

申込期限  9 月 30日（月）必着 

申・問 茨城県ナースセンター 〒310-0034   茨城県水戸市緑町 3-5-35  

    ℡ 029-221-7021 FAX 029-226-0493 HP https://www.ibaraki-nc.net/ 
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 ㉑ 茨城県盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会を開催します 
 

日時 10月 19日（土）、26（土）、11月 2日（土）、10日（日）、16日（土）、23日（土・祝）、 

   30日（土）、12月 1日（日）午前 10時～午後 4時  予備日：12月 21日（土） 

場所 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ(水戸市住吉町 349-1) 

   ※会場を変更する場合があります。 

対象 盲ろう者向け通訳、介助員を目指す意思のある方で講習会修了後通訳、介助員として活動

   ができる方 

   ※修了要件は、講習会の全日程の 3分の 2以上の出席を要件とします。 

参加費 3,000円 

定員 15名（定員を超えた場合は書類選考のうえ、受講者を決定します。） 

申込方法 ①氏名(ふりがな)②年齢③郵便番号④住所⑤連絡先⑥障害有無⑦手話、点字、要約筆

     記、視覚障がい者向けのガイドヘルパー等の経験の有無⑧応募動機を電話または FAX、

     郵送でお申し込みください。 

申込期限 9月 30日(月) 

申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ 盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会係 

    〒310-0844 水戸市住吉町 349-1 ℡ 029-248-0029 FAX 029-247-1369 

 

 ㉓ いこいの家はなさかをご利用ください 
 
 いこいの家はなさかは人工温泉をはじめ、露天風呂や天然の生薬を使用した薬草風呂などさまざ

まな風呂が楽しめる温浴施設です。10月から新サービスとして、ポイント 2倍デーを実施します。

ぜひ、ご利用ください。 

場所 いこいの家はなさか（笠間市橋爪 586-4） 

内容 毎週水曜日：レディースデー（女性のお客様はポイント 2倍） 

   毎週金曜日：メンズデー（男性のお客様はポイント 2倍） 

   ポイントカードは、15個貯まると入浴が１回無料となります。 

問 いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110 HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

 ㉒ 事業承継セミナーを開催します 
 
 事業承継を考えている方、次期経営者の方、興味がある方は、ぜひこの機会にご参加ください。 

 日時 内容 

第 1回 10月    3日（木） 

午後 6時 30分～8時 30分 

事業承継は地域経済を救う 

第 2回 10月    8日（火） 事業承継をどう進めるか 

第 3回 10月 16日（水） 事業承継した先の将来を考える 

場所 笠間市商工会 本所 3階 会議室（笠間市笠間 1464-3） 

講師 つくば経営戦略研究所 所長 桑原
くわばら

 務
つとむ

さん 

定員 30 名 

参加費 無料 

申込方法 笠間市商工会、または市のホームページより書類をダウンロードし、FAX でお申し込

     みください。 

申込期限  9 月 30日（月） 

申・問 笠間市商工会 本所 ℡ 0296-72-0844 FAX 0296-72-5495  
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 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いろいろなアクティビティをします。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  10月 1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：アンドリュー・アイガルさん 

    英語指導助手：ジェイコブ・デイビスさん、ほか 1名 

対象  市内在住、または在勤で 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   9月 30日（月） 

申・問 市民活動課（内線 133）メール katsudo@city.kasama.lg.jp 
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 ㉕ 第 38回 IBARAKIウォークフェスティバル 
 
 茨城県に残る美しい自然や歴史、文化遺産にふれあうことのできる関東ふれあいの道を歩いて

みませんか。 

日時 11月 9日（土）午前 8時～午後 1時（予定） 

   ※小雨決行、荒天中止  

集合場所 大清水公園（つくば市竹園 1-5-2） 

コース 大清水公園→竹園公園→二の宮公園→（洞峰公園通り～学園東大通り）→竹園東公園→ 

     吾妻公園→松見公園→中央公園→大清水公園(ゴール・昼食会場、完歩証、記念品受け取り) 

    ※関東ふれあいの道№15を含む全行程約 9km 

持ち物 昼食、飲み物、雨具、レジャーシート等（昼食会場に椅子等はありません） 

定員 200名（定員になり次第締切り） 

参加費  無料 

申込方法 住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、メールアドレスを明記のうえ、郵送また

     は FAX、メールのいずれかでお申し込みください。 

     ※ 受付完了者にはハガキにて通知します。 

申込期限  9 月 27日（金）必着 

申・問  茨城県自然歩道利用促進協議会事務局（茨城県県民生活環境部自然環境課内） 

    〒310-8555水戸市笠原町 978-6 ℡ 029-301-2946 FAX 029-301-2948 

    メール sizenhodo18@gmail.com 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉗ いばらきヘルスロードウォーキング教室 
 
秋の笠間稲荷神社と市内の街並みを堪能できるウォーキング教室を開催します。筑波大学名誉教

授の田中
た な か

 喜代
き よ

次
じ

さんの運動に関するミニ講話も開催します。運動のできる服装でご参加ください。 

日時 10月 31日（木）午後 1時 30分～4時 受付：午後 1時 

集合場所 市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

コース いばらきヘルスロード（笠間お稲荷さんコース）：約 2.6km 

定員 80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。 

申込期間 9月 17日（火）～10月 18日（金） 

※体育館で講話、準備運動がありますので室内用運動靴を持参してください。 

申 茨城県立健康プラザ 健康づくり情報部 ℡ 029-243-4216 

問 健康増進課(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

 

 

 ㉖ 里山ウォーク 
 
 すがすがしい秋の空気を胸いっぱいに吸いながら、自然豊かな里山歩きを楽しみませんか。 

日時 10月 5日（土）午前 9時～正午（予定）  

   ※荒天中止  

集合場所 ビオトープ天神の里駐車場（北山公園付近） 

コース 天神の里駐車場→長畑池→北山公園（新池）→白鳥湖（弁天池）→飛龍神社→天神の里

    （天神池）→天神の里駐車場（全行程約 8キロメートル、2時間 30分程度） 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 水筒、おやつ、雨具など（ハイキングができる服装でご参加ください。） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限  9 月 26日（木） 

申・問 環境保全課（内線 125） 
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後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。  

 

 ㉘ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～ 
 

 子育てをがんばっているみなさんも時にはリフレッシュしませんか。癖や歪みを整え、自分で

できるマッサージを学ぶチャンスです。 

日時 10月 3日（木）午前 10時 30分～11時 30 分 

場所 笠間市児童館 遊戯室（笠間市南友部 1966-140） 

講師 菊池
き く ち

 聡子
さ と こ

さん 

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親（託児付き） 

参加費 無料 

定員 10名（応募者多数の場合は抽選） 

持ち物 ヨガマットまたは大判バスタオル、バスタオル 2～3枚、飲み物、動きやすい服装 

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 20日（金）～30日（月） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ 第 11回「笠間市公民館まつり」展示・発表 
 
 文化活動、学習活動の展示・発表のため開催します。 

【作品部門】 

場所 
  友部公民館 

 （笠間市中央 3-3-6） 

  岩間公民館 

 （笠間市下郷 5140） 

  笠間公民館 

 （笠間市石井 2068-1） 

日時 
11月 1日（金）～4日（月） 11月 8日（金）～10日（日） 11月 15日（金）～17日（日） 

午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで） 

部門 絵画、文学、書、写真、手芸品、工芸、彫刻、生け花、その他 

出品点数 一部門につき一人一作品の自作品または共同作品一点とし、二部門までの出品とする。 

対象 市内在住、在勤、在学の方、文化団体または個人、公民館定期利用団体、自主活動団体、福祉団体 

申込期限 10月 11日（金） 10月 25日（金） 

【発表部門（笠間市民芸能発表会）】 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

日時 11月 10日（日） 

部門 ダンス、歌謡曲、舞踊、民謡、楽器演奏など 

発表曲数 
1団体 3曲まで。演目の時間は 1曲につき 2コーラス、最大 3分までとし、カラオケは

一人 1曲とします。 

対象 市内在住、在勤、在学の方、文化団体または個人、公民館定期利用団体、自主活動団体、福祉団体 

申込期限 10月 11日（金） 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。（月曜日休館） 

申・問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

 

 

 

 

 ㉚ 笠間ふれあい大学 10月講座のご案内 
 

 「人生 100年の時代」の生き方や輝き方を学ぶ場です。幅広い学びを通じた仲間づくりにより

見知らぬ自分を発見しましょう。 

日時 内容 

10月 12日（土） 

午前 10 時～2時間 

1部：NPOについて学ぼう 

講師：認定 NPO法人茨城コモンズ常務理事 大野
お お の

 覚
さとる

さん 

2部：グラウンドワーク笠間の活動紹介 

講師：グラウンドワーク笠間 理事長 塙
はなわ

 茂
しげる

さん 

10月 27日（日） 
オーガニックって何?環境と健康を考える 

講師：あしたを拓く有機農業塾 理事長 涌井
わ く い

 義郎
よしろう

さん 

場所 まちの駅 笠間宿 ふれあいサロンかさま～る（笠間市笠間 2247） 

定員 50名（先着順） 

参加費 1,000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 開催日前日まで 

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。 
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 
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 ㉝ 宮沢賢治の世界～語りとハープと唄と～ 
 

 語りとハープで織りなす星めぐりの旅、宮沢賢治「銀河鉄道の夜」をお楽しみください。 

日時 9月 21日（土）開場：午後 2時 開演：午後 2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） 

出演 山口
やまぐち

 由美
ゆ み

さん 早川
はやかわ

 千丈
ち ひ ろ

さん 

対象 小学生以上 未就学児入場不可 

定員 135名 

参加費 入場料 全自由席 大人:前売り 1500円 当日 1700円 小人:500 円 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 残席があれば当日でも参加できます。 

申・問 地域交流センターともべ        ℡ 0296-71-6637 

 

  ㉞ クラフトマーケット「シャルシェマルシェ」 
 
日時 10月 4日（金）午前 10 時～午後 3時 

場所 まちの駅  笠間宿 笠間茶屋（笠間市笠間 2247-1） 

内容 クラフトハンドメイド作品がたくさん出店します。 

   作品の展示販売やワークショップを開催。 

   シンガーソングライターや和楽器奏者、トランペットのライブもあります。 

   盛りだくさんの 1日を笠間茶屋で楽しみましょう。 

問 笠間茶屋  畑岡久美子 ℡ 090-4207-7412 メール kasamachaya@gmail.com 

 

  

 

 ㉜ フラダンス体験教室 
 
 初心者の方を対象に体験教室を開催します。心にも体にもいいことづくめのフラダンスで楽し

みながら、体力作りをしましょう。お気軽にご参加ください。 

日時  9月 28日（土）午後 1時 30分～2時 30分 

場所 永井ホール（笠間市平町 2046-1友部ミルクセンター2階） 

   ※宍戸郵便局向かいです。 

参加費 無料 

申込方法 メールまたは電話でお申し込みください。 

申・問 フラ・マーラプア 担当 舘 ℡ 090-3133-4600   メール michiyot801@yahoo.co.jp 

  

  

 ㉛ 笠間クラインガルテン  新米まつり 
 

 今年も美味しい南指原のお米ができました。笠間クラインガルテン農産物直売所では新米まつり

を開催します。南指原米の試食販売や、栗の詰め放題のほか、なつかしい綿菓子、駄菓子のキッズ

コーナーも用意して皆さんをお待ちしています。 

日時  9月 21日（土）、22 日(日）午前 10時～午後 3時 

場所 笠間クラインガルテン農産物直売所（笠間市本戸 4258） 

問 笠間クラインガルテン直売所 ℡ 0296-70-3133 

 

【回覧】 次号は  9 月  12 日  発行    第  1 - 17 号 
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