
■お知らせ 

①笠間市企業活動促進市民雇用創出補助金制度

 を 2年間延長します 

② 被災住宅復興支援利子補給補助申請の 

 受け付けは 12月で終了です 

③県税の特別措置を設けています 

④空家・空地バンク制度に登録した空家の 

 家財道具等処分費用の一部を補助します 

⑤在宅訪問歯科保健事業をご存知ですか 

⑥｢ごみの分け方、出し方｣を確認しましょう 

⑦エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑧法律と登記等に関する無料相談会を開催します 

⑨陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 

⑩ 農業機械基礎研修を実施します 

⑪笠間市就職面接会を開催します 

⑫元気いばらき就職面接会を開催します 

 

 

■教養・文化・交流 他 

⑬茨城県央地域 定住自立圏事業 健康セミナー 

⑭ 第 14回 笠間市ふれあいスポーツの集い 

⑮としょかんバッグづくり 

⑯石の百年館「火成岩の見分け方講座」 

⑰かさまみらいフェア 

⑱ママ・リフレッシュ～ブレスレット作り～ 

⑲片岡鶴太郎 特別講演会 

⑳ 2019笠間フレンドシップインディアカ交流大会 

㉑かさま井筒屋 落語会 

㉒かさま秋の美食 ～料理の力で栗の魅力を全国へ～ 

㉓女性のためのヨガ教室 

㉔陶芸の里かさま 大撮影会 2019 

㉕第9回 大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト 

㉖楽市・楽座 in まちの駅笠間宿 

㉗笠間ふれあい大学 11 月講座のご案内 

㉘カウンセリング講座入門コース 

   

 

 

 

 

 

令和  元  年  10  月  3  日  第  1‐19  号 

① ぺージ 
2019-1003 

 
 

 ①  笠間市企業活動促進市民雇用創出補助金制度を 2年間延長します 
 
 市では、地域産業の促進、市民の雇用創出を目的に、設備投資を行い新たに市民を雇用した企

業に補助金の交付を行っています。 

 補助制度は、9月 30日までを予定していましたが、2年間延長することになりました。補助要

件に該当する場合はご活用ください。 

申請者対象 次の要件をすべて満たす企業 

      ・  市内に本店、支店がある製造業、情報通信業、運輸業、通信業、卸売業、学術研

         究専門・技術サービス業、教育学習支援業（一部非該当）であること 

      ・  申請日以後 3年以上継続して事業を営む見込みであること 

      ・  企業およびその代表者に市税の未納がないこと 

交付対象 市内で 1 年間に 2,000万円（税抜）以上の設備投資を行い、操業開始日の前 6か月～

     後 3年の間、かつ令和 2年 9月 30日までに市民を正社員として新たに雇用し、雇用

     契約日から 1年を経過した日（基準日）まで雇用していること。 

     ※雇用者が基準日までに市から転出した場合、対象外となります。 

補助額 新規雇用者 1人につき 30万円（対象設備投資につき 300万円限度） 

申請時期 基準日の後 2か月以内 

申・問 商工課（内線 510） 

 

【回覧】お早めに回してください 全 10ページ(A3…2枚、A4…1枚) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 被災住宅復興支援利子補給補助申請の受け付けは 12月で終了です 
 
 東日本大震災により被害を受けた住宅等を、金融機関から融資を受けて補修等をする方を対象

とした補助申請の受け付けが、12月 27日（金）で終了となります。 

補助対象者 次のすべてに該当する方 

1. 自己または親族の所有する住宅が、大規模半壊、半壊、一部損壊のいずれかの「り災証明書」

  を受けていて、震災発生時に自己または親族がその住宅に居住していた方。ただし、被災住宅

  を解体し、被災者生活再建支援金の支給を受けた場合は除きます。 

2. 被災住宅の補修、被災住宅に代わる住宅の建設、購入または被災宅地の復旧工事を市内で行う方。 

3. 平成 23年 3月 11日以降に（独）住宅金融支援機構や銀行法 第 2 条で定める「銀行」または協同

  組織金融機関の優先出資に関する法律第 2 条で定める「協同組合金融機関」等と金銭消費貸借契

  約を締結し、平成 31年 3月 31日までに融資を受けている方。 

4.市税等を滞納していない方。 

5.同様の利子補給を他から受けていない方または受けようとしていない方。 

補助額 年 1％（1％未満の場合はその利率）に相当する額 

    ※毎月の融資残高から算出する 

【利子補給対象融資限度額】 

住宅復旧（補修・建設・購入）：640万円 

住宅に被害がなく、宅地のみの復旧工事を実施する場合：390万円 

住宅と宅地の復旧工事を実施する場合：1,030万円 

補助期間 償還開始の月から 5年以内（ただし、無利子期間又は利子支払の猶予期間等がある場

     合には、当該期間を含め 5年以内） 

申請期限 12月 27日（金） 

申・問 都市計画課（内線 587） 

  

 
 ③ 県税の特別措置を設けています 
 
県では、企業立地や震災復興等の促進を図るため、県内において事業用施設や事務所を新設、

増設した企業や個人が利用できる「県税の特別措置」を設けています。 

対象税目 法人事業税、個人事業税、不動産取得税、県が課税する固定資産税 

【県税の特別措置の一例】 

不動産取得税課税免除 

対象事業（製造業、情報通信業、運輸業等）の用に供する事務所または事業所を、県内に新設ま

たは増設し、県内における従業者が 5人以上増加した法人 

事業税（法人、個人）の税率を、増加した従業者数の割合に応じて 3年間軽減、不動産取得税を

免除または軽減  

県内において、本社機能の移転又は拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた法人ま

たは個人事業者 

※県税の特別措置を利用するにあたっては、各種の要件があり期限までに手続きが必要です。詳

 しくは、県税事務所までお問い合わせください。  

問 茨城県水戸県税事務所 法人事業税、個人事業税 ℡ 029-221-4800 不動産取得税 ℡  029-221-4820 

 

 
 ④ 空家・空地バンク制度に登録した空家の家財道具等処分費用の一部を 

  補助します 
 
 10月から、新たに空家・空地バンク制度に登録された物件の家財道具等を事業者に委託し、処

分する費用の一部を補助します。空家の有効活用をしてみませんか。 

対象 空家・空地バンク登録物件の個人所有者 

補助額 処分委託費用の 1/2以内、上限 10万円 

    ※市内の一般廃棄物収集･運搬業の許可事業者に委託し、家財等を処分する場合に限ります。 

問 都市計画課空家政策推進室（内線 534） 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ ｢ごみの分け方、出し方｣を確認しましょう 
 
 可燃ごみの中に、不燃ごみが混ざっていることが見受けられます。可燃ごみを焼却するときに

不燃ごみが混ざっていると、焼却設備に不具合を起こすなど処理に支障をきたしますので、可燃

ごみの中には、不燃ごみを絶対に入れないでください。 

 また、不燃ごみの中に再生可能な資源物（缶、びん等）が入っていることもありますので、ご

みの減量化と再資源化のため、正しく分別して集積所に出すようお願いします。 

【資源物の出し方】 

 缶：水洗いして出してください。 

 びん：ふたを取って水洗いして出してください。割れていても再生可能です。 

 ペットボトル：ラベルとキャップを取って、水洗いして出してください。  

問 環境保全課（内線 127） 

 
 ⑦ 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ので、電話でお申し込みください。 

日時  10月 31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  

     ・環境モニタリング  

    (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑧ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します 
 

日時 内容 

11月    5日(火) 

午前 10 時～午後 3時 

（正午～午後 1時を除く） 

登記等に関する相談:司法書士 奥村
おくむら

 洋史
ひ ろ し

さん 

11月 14日(木) 

12月   4日(水) 
法律相談:大学教授 山口

やまぐち

 康夫
や す お

さん 

12月 11日(水) 登記等に関する相談:司法書士 西間木
に し ま ぎ

 雅子
ま さ こ

さん 

場所 笠間市消費生活センター 地域交流センターともべ      内（笠間市友部駅前 1-10） 

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。 

   ・お受けできるのは相談のみで案件を依頼することはできません。 

   ・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。 

対象 市内在住の方 

定員 各日 4名（要予約、先着順） 

申込方法 事前に電話でお申し込みください。 

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313 
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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。 

 

 ⑤ 在宅訪問歯科保健事業をご存知ですか 
 
 市では、笠間市歯科医師会の協力のもと、自宅で歯科診療や歯科保健指導などの歯科保健サー

ビスを提供する在宅訪問歯科保健事業を行っています。 

 入れ歯が合わない、むし歯がある、口の中の清掃がよくできない等お困りの方は、保健センタ

ーにご連絡ください。まず、事前調査のために歯科衛生士が訪問します。 

 ご相談、ご不明な点等もお気軽にお問い合わせください。 

対象 病気や高齢のために在宅で療養している、歯科医療機関に通院できない方  

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します 
 
技術を学びながら高等学校卒業の資格が取得できます。  

受付時期 推薦採用：11 月 1日（金）～29日（金） 

一般採用：11月 1日（金）～令和 2年 1月 6日（月） 

応募資格 令和 2年 4月 1日現在 15歳以上 17歳未満（平成 15年 4月 2日～平成 17年 4月 1日に生

       まれた者）の男子で、中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了者（見込みを含む）

試験日 推薦採用： 令和 2年 1月 5日（日）または 6日（月）の指定する 1日 

    一般採用： 第 1 次  令和 2年 1月 18日（土） 

                                        第 2 次  令和 2年 1月 31日（金）～2月 3日（月）の指定する 1日 

合格発表 推薦採用：令和 2年 1月 16日（木） 

     一般採用：令和 2年 2月 14日（金） 

着校時期 令和 2年 4月上旬   

手当 102,500円  ※ 期末手当年 2回（平成 31年 1月 31日現在） 

  ※ 法律の改正により改定する場合があります。  

教育 高等学校の普通科と同等の教育を受け、各種技術の専門教育・防衛基礎学等を学びます（全寮制）。 

※提携する通信制高等学校に入学します。 

資格 3年間の教育終了時には、高等学校卒業資格を取得できます。 

学校所在地 神奈川県横須賀市御幸浜 2-1  

申・問 総務課（内線 208） 

                 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所  ℡ 029-226-9294 

              メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp  URL  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。 
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  小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 ⑩ 農業機械基礎研修を実施します 
 

 新規就農者等の農業初心者を対象に、農作業安全に関する講義と乗用トラクターの仕業点検や

基本的な運転操作、ロータリー耕の基本操作、作業機の着脱方法等について実習を行います。 

日時 令和 2年 1月 27日（月）、28日（火）、29 日（水）、30日（木） 

   午前 9時～正午、午後 1時～4時 

   ※研修は 1日で完結します。 

場所 茨城県立農業大学校（東茨城郡茨城町長岡 4070-186） 

受講料 600円（別途、傷害保険料が必要となります。） 

申込方法 申込書を郵送または FAX で提出してください。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） 

申込期間 11月 1日（金）～29日（金）  

申・問 茨城県立農業大学校 庶務部研修科 ℡ 029-292-0419 FAX 029-292-0903  

    〒311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 茨城県央地域 定住自立圏事業 健康セミナー 
 

 小児医療をテーマに順天堂大学から講師を招き、小児医療の現状や子どもの急な病気への対応

について講演します。お子さんと一緒に参加できますので、お気軽にご参加ください。 

日時 場所 

11月 17日（日） 

午前 10時 15分～正午 
ひたちなか市子育て支援・多世代交流施設 

「ふぁみりこらぼ」（ひたちなか市石川町 11-1） 

午後 2時 30分～4時 15分 
水戸市大町子育て支援・多世代交流センター 

「わんぱーく・みと」（水戸市大町 3-4-30） 

※参加はどちらかの会場のみとなります。 

対象 県央地域に居住する未就学児の保護者 

参加費 無料 

定員 各会場 30 組（先着順） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期間 10月 28日（月）～11月 8日（金） 

申・問 水戸市保健センター ℡ 029-243-7311 
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猫は屋内で飼いましょう。 

 

 ⑪ 笠間市就職面接会を開催します 
 
 市では、高校、大学、専修学校等の新規卒業予定者や一般求職者（既卒未就職者、転職希望者

含む）の、市内への就職促進や事業所の人材確保による地域経済活性化を目的に、就職面接会を

開催します。履歴書をご用意のうえ、ぜひご参加ください。 

日時 10月 29日（火）午後 1時～3時 受付：午後 0時 30分から 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

対象 申込方法 申込期限 

県内高校生（令和 2年3月卒業予定） 進路指導担当の先生にお申し込みください。 10月 18日（金） 

大学、短大、専修学校生等 

（令和 2年 3月卒業予定） 申し込みフォームからお申し込みください。 

https://fs223.formasp.jp/z742/form7/ 

10月 25日（金） 

随時受け付け 一般求職者 

（既卒未就職者、転職希望者含む） 

参加費 無料 

問 (株)セキショウキャリアプラス ℡ 029-860-5080 

 ⑫ 元気いばらき就職面接会を開催します 
  
 中・高年齢者（おおむね 45歳以上）の求職者を対象にした就職面接会を開催します。履歴書

を複数枚用意し、参加してください。事前申し込みは不要で、参加費も無料です。雇用保険の求

職活動実績になります。詳しくはお問い合わせください。 

日時 10月 31日（木）午後 1時 30分～3時 30分 受付：午後１時～ 

場所 県水戸合同庁舎 2階 大会議室（水戸市柵町 1-3-1） 

   ※来場は公共交通機関をご利用ください。（JR 水戸駅南口より徒歩約 10分） 

問 県労働政策課 いばらき就職支援センター ℡  029-233-1576 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 第 14回 笠間市ふれあいスポーツの集い 
 
 障がいをお持ちの方々と子どもたちが集い、スポーツを通じて相互の理解を深め合う「ふれあ

いスポーツの集い」を開催します。ぜひご参加ください。 

日時 10月 26日（土）午前 10時～午後 2時 受付：午前 9時 30分 

場所 市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

内容 つなひき、パン食い競走、大玉ころがしの他、楽しいアトラクションがあります。 

参加団体：市内の障がい者（児）団体、施設、在宅障がい者（児）、保育所、こども園 

対象 市内在住の方で、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

※ご家族（介護者）の方も併せてお申し込みください。 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX番号、

     障がい内容、参加人数、車いす（貸出の有無）をお知らせください。 

申込期限 10月 18 日（金） 

申・問 社会福祉課（内線 151）FAX 0296-77-1162 
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 ⑮ としょかんバッグづくり 
 
 布製のバッグに好きな文字や絵を描いて、自分だけのとしょかんバッグを作ってみましょう。 

日時 11月 9日（土）午後 2時～3時 

場所 友部図書館（笠間市平町 2084） 

対象 幼児～小学生（小学校 3年生までは保護者同伴） 

定員 18名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申込期間 10月 11日（金）～31日（木） 

     ※窓口は午前 9時、電話は 9時 30分から受け付けします。 

申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

  ⑯ 石の百年館「火成岩の見分け方講座」 
 
 稲田石をはじめとする火成岩に触れながら、特徴や区分方法を学べる絶好の機会ですので、ぜ

ひご参加ください。 

日時 11月 30日（土）午前 10時～正午 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

対象 中学生以上の方 

定員 10名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話またはメール(住所、氏名、年齢、電話番号を明記）でお申し込みください。 

申込期間 11月 20 日（水） 

申・問  商工課（内線 510）メール shoko@city.kasama.lg.jp 

 

 

         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。） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ かさまみらいフェア 
 

 11 月 3 日は「いいお産の日」。保健センターでは、子育て中の方・これから子育てを行う予定

の方を対象に楽しいイベントを開催します。ぜひご参加ください。 

日時 11月 2日（土）午前 10時～11時 30分 

場所 保健センター（地域医療センターかさま内：笠間市南友部 1966-1） 

内容 ・マタニティ・育児体験、子育てカフェ（手づくりおやつあり）、パパと遊ぼう（手作り

   おもちゃ作成）、助産師相談コーナー 

   ・ハイハイ・よちよちレース（要予約：定員 15名、1歳くらいまで）※豪華賞品あり 

   ・記念撮影（フレームデコレーション）：先着 30名、ベビーフォトコーナー 

   ・ママの休息（ハーバリウム作成）：先着 20名 

   ・パンツタイプのオムツ（Mサイズ）詰め放題 

対象 笠間市民で、乳幼児のお子さんの育児中の方、これから子育て予定の方 

参加費 無料 

申込方法 直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 10月 24日（木） 

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
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 ⑲ 片岡鶴太郎 特別講演会 
 

 芸能業だけでなく、芸術家としても活躍されている片岡
かたおか

 鶴
つる

太郎
た ろ う

さんによる特別講演会を開催し

ます。今回の講演会は、美術展「片岡鶴太郎展 顔 -faces-」が笠間日動美術館で、10月 19日（土）

～12 月 15 日（日）に開催されるのを機に、笠間の菊まつり協賛イベントとして実現しました。

講演会では、芸能生活 45 周年や画業 25周年を振り返って感じたことや、ヨガを活用した健康法

などについて語ります。申し込みは不要ですので直接会場にお越しください。 

日時 11月 4日（月・振休）開場：午前 10時 30分  開演：午前 11時～正午 

場所 笠間稲荷神社 稲光閣（笠間市笠間 1） 

講師 片岡
かたおか

 鶴
つる

太郎
た ろ う

さん 

定員 300席（先着順） 

   ※立見席もあります。 

参加費 無料 

問 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

 

 

 ⑱ ママ・リフレッシュ ～ブレスレット作り～ 
 
 子育てをがんばっているみなさん、自分へのご褒美や友達へのプレゼントにどうぞ。 

日時 10月 28日（月）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） 

対象 市内在住の 6ヶ月～2歳のお子さんとその母親（託児付き） 

講師 アトリエゆう 金澤
かなざわ

 祐
ゆう

真
ま

さん 

参加費 300円（材料費の一部） 

定員 10名（応募者多数の場合は抽選） 

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 10月 19日(土)～25日（金） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ かさま秋の美食～料理の力で栗の魅力を全国へ～ 
 
 秋の味覚「栗」をふんだんに使用した笠間の栗のフルコースを堪能しながら、笠間の栗につい

て学びます。栗づくしのお料理をぜひ、ご賞味ください。 

日時 11月 12日（火）正午～午後 2時 受付：午前 11時 30分～ 

場所 笠間森のレストラン Monomi（笠間市笠間 2517） 

参加費 5,000円（当日お支払いください。） 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 窓口に直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 10月 31日（木） 

申・問 農政課（内線 526） 
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 ㉑ かさま井筒屋 落語会 
 

 落語芸術協会の二つ目がおくる初心者でも分かる落語会です。伝統ある「菊」と「聴く」どち

らもお楽しみください。 

日時 11月 16日（土）昼の部 開演：午後 2時 夜の部 開演：午後 6時（開場は 30分前） 

場所 かさま歴史交流館井筒屋 3階 会議室（笠間市笠間 987） 

出演 桂
かつら

 竹
たけ

紋
もん

さん 相模亭
さ が み て い

 とげ蔵
ぞう

さん 

対象 未就学児童はご遠慮ください。 

定員 各回 20名（先着順） 

参加費 木戸銭 1,200円 

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 残席があれば当日でも参加できます。 

申・問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 

 

 

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。             
 

 

 ⑳ 2019笠間フレンドシップインディアカ交流大会 
 
インディアカとは、羽根のついた特殊なボールを手で打ち合う、誰でも楽しめるスポーツです。

プレイできる楽しさと人と出会う喜びを広げるために開催します。 

日時 12月 1日（日）午前 9時 30分 受付：午前 8時 30分 

場所 岩間 B&G海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

対象 市内在住または、在勤でインディアカ愛好者や、初心者の方、一度インディアカを体験し

   てみたい方 

参加費  1 人 200円（傷害保険料含む） 

    ※事前説明会・練習会で集金します。 

申込方法 事務局まで電話、または FAXでお申し込みください。 

申込期限 11月 21日（木） 

※11月23日（土）午後 7時30分から岩間B&G海洋センター会議室で事前説明会、練習会を開催します。 

申・問 事務局 石川
いしかわ

 ℡･FAX 0299-45-2347  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓ 女性のためのヨガ教室 
 

 ほぐしのヨガとセルフケアで女性の気になる悩みを解決しましょう。体とこころを快適に整え

て自分らしい健康美を手に入れませんか。 

日時 10月 20日（日）午前 10時～正午 

場所 地域交流センターいわま「あたご」健康ふれあいルーム（笠間市下郷 4438-7） 

講師 伊勢山
い せ や ま

 陽子
よ う こ

さん 

定員 3名以上で開催 

参加費 3,000円/回 

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 開催日の前日まで 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

 ㉕ 第 9回  大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト 
 
出品資格 安全でおいしいお米づくりに取り組む農業者・農業法人および農業者団体 

応募料 出品米 1点につき 6,000円（税別） 

提出物 玄米 2キログラム程度、出品米のプロフィール（事務局様式） 

※提出物の納品先、参加料の納付等については、11月 15日（金）までに連絡があります。 

その他 ・出品米は、令和元年産の単一品種に限ります。 

・農産物検査法に基づく検査をした米であること。 

申込方法 郵送または FAXでお申し込みください。申込書は、農政課に用意してあります。大阪

     府米穀小売商連合会ホームページからも取得できます。 

申込期限 11月 11日（月） 

申・問 大阪府米穀小売商連合会 ℡ 072-222-5344 FAX 072-320-8144 

    〒590-0076大阪府堺市堺区北瓦町 1-2-16  HP http://www.towncorp.jp/daibeiren/ 
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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。 
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 ㉔ 陶芸の里かさま 大撮影会 2019 
 
 あなただけの「笠間」を撮り、フォトコンテストに応募してみませんか。 

日時 10月 27日（日）午前 9時～午後 3時 受付：正午まで 

場所 集合：笠間工芸の丘（笠間市笠間 2388-1） 

   撮影：笠間稲荷神社、笠間稲荷門前通り、笠間工芸の丘、かさま歴史交流館井筒屋ほか 

参加費 一般：2,500円 全日本写真連盟個人会員：2,000円 全日本写真連盟支部会員：1,500円 

    ※全日本写真連盟 会員の方は、当日会員証をご提示ください。 

    ※参加の方は、フォトコンテストへの応募をお願いします。 

申込方法 撮影開始前に、笠間工芸の丘特設会場受付でお申し込みください。 

問 全日本写真連盟茨城県本部事務局 ℡ 090-3246-9623 

 

 

 

  
 県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生活

できるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。 

※詳しくは、茨城県青少年家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県中央児童相談所 里親担当 ℡ 029-221-4150 

  ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/（「茨城県青少年家庭課」で検索） 

 

ご存知ですか?里親制度 

 

                                   



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ カウンセリング講座 入門コース 
 
 カウンセリングの学習を通して、自分自身をより深く理解し、他の人と生き生きとした関わり

を創造することをめざす講座です。全 10回の受講です。お気軽にご参加ください。 

日時 10月 26日（土）～令和 2年 7月 25日（土）毎月第 4土曜日 午後 2時～4時 

場所 茨城県産業会館 大会議室（水戸市桜川 2-2-35） 

講師 明治大学 諸富
も ろ と み

 祥彦
よ し ひこ

さん   心理療法家 鈴木
す ず き

 研
けん

二
じ

さん 

参加費 27,500円  

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。 

申・問 （公財）茨城カウンセリングセンター ℡ 029-225-8580 FAX 029-225-1872 

    メール iccnet@sunshine.ne.jp 

 

 ㉗ 笠間ふれあい大学 11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 

11月 9日 

（土） 
午前10時 

～2時間 

人生二毛作 ～地上げ人生からオカマ人生に変身～：ビジネスエリートがセカンド

ライフではボランティア活動に大変身した思いを講話と大衆芸能から学びます。 

講師：元株式会社日立ライフ 取締役 並木
な み き

 勝利
かつとし

さん 

11月24日 

（日） 

笠間茶屋/創業奮闘記：普通の主婦が「笠間茶屋」を創業した熱い思いや

喜びと悲しみを創業奮闘記から学びます。 

講師：笠間茶屋（まちの駅笠間宿） 店主 畑岡
はたおか

 久美子
く み こ

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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 ㉖ 楽市・楽座 inまちの駅笠間宿  

 「見る、買う、食べる」を楽しんでいただけるイベントです。約 20のブースが出店し、皆さ

んのお越しをお待ちしています。 

日時 11月 2日（土）～ 4日（月・祝）午前 10時～午後 4時 

場所 まちの駅笠間宿 広場（笠間市笠間 2247-1） 

内容 手芸等の物販と美味しいグルメと素敵な音楽等 

   オープンステージで、演歌・フォークソング等の演奏と歌唱 

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。 

 

 


