
■お知らせ 

① 台風第15号による農業被害への支援を行います 

② 全国家計構造調査にご協力ください 

③ 不動産公売に参加してみませんか 

④ 入札参加資格の追加受け付けを行います 

⑤ 総合防災訓練を行います 

⑥ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 

⑦ 市内の店舗で台湾バナナを販売します 

⑧ 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 

⑨ 歳末たすけあい援護金配分事業を実施します 

⑩ 健康診査(11月分)を実施します 

 

■教養・文化・交流 他 

⑪笠間市地方自治研究講演会 

⑫メディカルカフェ～みんなの相談室～ 

⑬笠間市民憲章推進協議会 

 かさまヘルスロードウォーキング 

⑭ 市民講座 映画「ピア まちをつなぐもの」 

⑮笠間市人権教育講演会「少しの努力でできる子

 を育てる～ひとりひとりの良さを生かして～」 

 

⑯ かさま環境フェア 2019 

⑰ CO₂削減 エコライフチャレンジ 2019 

⑱ 第 64回  自然観察会 

⑲ 第 3回  こども理科自由研究プレゼン大会 

⑳ 第 12回  You・遊文化スクール 

㉑ パソコン教室「はじめてのエクセル」講座 
㉒ 第 2回 笠間 匠のまつり 

㉓ 笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー 

㉔ まち歩きゲーム「笠間フォトミッション」 

㉕ あたごふれあい寄席 

㉖ シェイプアップ体操 

㉗ 第 18回  笠間市民ソフトテニス教室 

㉘ 笠間日動美術館  第 5回 古書・額縁市 

㉙ 茨城県立農業大学校 第 42回 茨農祭 

㉚ 羽梨山神社秋の例大祭 

㉛ 茨城県立盲学校 学校公開「きて･みて･体験 盲学校」 

㉜ 新農業人フェア inいばらきを開催します 

㉝ 11 月の地域ポイント対象事業 
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 ①  台風第 15号による農業被害への支援を行います 
 
台風第 15号により農業用施設等への農業被害を受けた農業者に対し、国、県、市では次の支援

事業を実施する予定となっています。 

 支援を希望される方は、以下の資料を農政課まで提出してください。 

支援対象 必要となる資料 

農産物の生産・加工に必要な施設 

および機械の復旧、修繕資材の購入、 

被害前と同程度の施設・機械の取得 

・施設の被害状況がわかる写真等 

・施設の復旧等に必要な見積書、発注書等 

（すでに復旧等を行った場合は、上記に加え納品書、請求書） 

倒壊した農産物の生産に必要な 

施設の撤去 

・撤去作業を行っている写真 

・撤去作業を行った者、日付、費用等がわかるもの 

・撤去作業を委託した場合の見積書、発注書、納品書、請求書等 

提出期限 10月 31 日(木) 

申・問 農政課（内線 541） 

 

【回覧】お早めに回してください  全 12ページ (A3…3枚) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 不動産公売に参加してみませんか 
 
 市では、一般の方も参加できる入札により不動産を公売します。 

日時 11月 6日（水）午後 1時 受付：午後 0時 50分 

場所 笠間市役所本所 教育棟 2階会議室（笠間市中央 3-2-1） 

売却区分 

番号 
所在地 地目 地積（㎡） 見積価格 公売保証金 持分 

笠元-4 

笠間市東平 1丁目 657番 109 宅地 239.52  

6,600,000円 

 

660,000円 

 - 

笠間市東平 1丁目 657番 123 山林 9.46 - 

笠間市東平 1丁目 657番 125 宅地 200.38 - 

※ 公売は事情により中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。 

※ 公売不動産等の詳細については、収税課、笠間支所、岩間支所で公売広報を無料で配布してい

  ます。また市ホームページでも、詳しい内容をご覧いただけます。 

問 収税課（内線 118）  HP http://www.city.kasama.lg.jp/ 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 ② 全国家計構造調査にご協力ください 
 
 10月から 11月までの 2か月間、全国家計構造調査を実施しています。調査対象地区の世帯に

調査員が訪問し調査票を配布しますので、ご協力ください。個人情報は統計法により保護され、

厳重に管理されます。 

 全国家計構造調査を装った不審な訪問者にご注意ください。調査員はその身分を証明する「調

査員証」を携帯しています。不審に思われたときは、「調査員証」に記載してある名前をお問い

合わせいただければ、身元の確認を行います。 

調査対象地区 平町の一部、大田町の一部、橋爪の一部、矢野下の一部、手越の一部、下市毛の一部 

問 企画政策課（内線 592） 

 

 ④ 入札参加資格の追加受け付けを行います 
 
市の入札（見積り）に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

参加を希望される方は、申請書を提出してください。なお、建設工事・建設コンサルタント等委

託業務に関しては、茨城県への申請となります。市では、受付ができません。 

【建設工事・建設コンサルタント等委託業務】 

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。 

申込期間 11月 5日（火）～11日（月） 

※申請の要項および申請書等については、茨城県土木部監理課ホームページでご案内する予定です。 

（HP http://www.pref.ibaraki.jp⇒「土木部監理課」で検索） 

【物品販売・役務の提供等】 

申込方法 窓口へ持参または郵送（書留郵便）でお申し込みください。 

申込期間 11月 5日（火）～11日（月） 

※この期間を過ぎて送達された申請書は受理しませんので、ご注意ください。 

※郵送による提出は当日消印有効、信書便による提出は当日通信日付印有効 

※申請の要項および申請書等については、市ホームページおよび財政課窓口でご案内しています。 

 （市ホームページ ⇒「参加受付」で検索） 

問 財政課（内線 220） 
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。 
 

 ⑤ 総合防災訓練を行います 
 
 防災関係機関と住民が協力し、災害時に円滑な応急対策活動ができるように、総合防災訓練を

行います。また、来場した方も自由に参加できる水消火器による初期消火体験や火災時の煙体験

のほか、防災用品の展示、災害対応車両の展示等もあり、防災について身近に体験できる貴重な

機会です。 

 多数のご来場をお待ちしています。 

 雨天（暴風雨）時および災害が発生した場合、災害が発生する恐れがある場合、また、その他特

別の事情により実施が困難な場合には、予告なく訓練の一部または全部を中止する事があります。 

日時 11月 9日（土）午前 8時 30分～11時 

場所 みなみ学園義務教育学校 南小校舎（笠間市南吉原 1188） 

申・問 総務課（内線 245） 

 

 ⑦ 市内の店舗で台湾バナナを販売します 
 
 市では、笠間台湾交流事務所開設 1周年を記念して、7月 24日（水）に「食を通じた文化交流

と発展的な連携強化に関する覚書」を台湾行政院農業委員会農糧署と締結しました。 

 これにともない、11月 1日（金）に市内全小・中・義務教育学校給食で、台湾バナナおよび台

湾料理を提供します。また、市内スーパーマーケット「カスミ」4 店舗にて農糧署による台湾バ

ナナプロモーション販売が実施されます。 

日時 11月 1日（金） 

場所 市内スーパーマーケット「カスミ」4店舗 

問 おいしい給食推進室 ℡ 0296-72-1500 

 

 

 ⑥ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 
 
 豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境づくりのため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査

を行うよう、皆さんの協力をお願いします。 

 浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十

分に発揮させるために、定期的な維持管理（保守点検・清掃）と検査が法律により義務付けられ

ています。 

区分 実施頻度 内容 申 

保守 

点検 

10人槽以下の家庭用浄化槽の 

場合、3～4か月に１回 

浄化槽の機器、送風機やタイマー 

などの点検調査、消毒剤の補充 

県に登録してい

る保守点検業者 

清掃 
年に 1回以上(全ばっ気方式は 

6か月に 1回以上) 

浄化槽内に溜まった汚泥などの 

抜き取り 

市の許可を 

受けた清掃業者 

法定 

検査 

浄化槽を使い始めてから3～8 

か月以内に１回(その後は年1回) 

保守点検・清掃がきちんと行われ、 

きれいな水が放流されているかを検査 

(公社)茨城県 

水質保全協会 

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱され

 た茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。 

【一括契約システム】 

 保守点検・清掃、法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者

または（公社）茨城県水質保全協会にお申し込みください。 

問 下水道課（内線71111） 環境保全課（内線126） 

   (公社)茨城県水質保全協会    ℡  029-291-4004 

  茨城県県民生活環境部環境対策課    ℡  029-301-2966 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 歳末たすけあい援護金配分事業を実施します 
 
 歳末たすけあい募金運動で集められた募金から援護を必要とする世帯に自己申告方式により、

援護金を配分する事業です。 

【配分の対象となる世帯の条件】 

 10月 1日現在で、世帯全員の市民税が非課税で、笠間市に 6ヶ月以上住所を有し、現に居住し

ている世帯で、次にあげる区分のいずれかに該当する世帯。 

対象 条件 

準要保護世帯 準要保護の認定を受けている世帯 

身体障がい者（児）世帯 

知的障がい者（児）世帯 

精神障がい者世帯 

身体障害者手帳  1級所持者のいる世帯 

療育手帳   Ⓐ・A所持者のいる世帯 

精神障害者保健福祉手帳 1級所持者のいる世帯 

ひとり親世帯 

（母子・父子世帯） 

ひとり親世帯で満 18歳まで（満 18歳到達後の最初の 4

月 1日までの間にある）の子がいる世帯 

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。 

ひとり暮らし高齢者世帯 

高齢者世帯 

70歳以上のひとり暮らし高齢者世帯 

70歳以上の高齢者のみの世帯 

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。 

要介護認定 4・5の高齢者がいる世帯 70歳以上で要介護認定 4・5の高齢者がいる世帯 

申込方法  印鑑をお持ちのうえ、窓口で直接お申し込みください（代理申請可）。 

配分方法 口座振込の方は申請書に記載した指定口座に入金されます。振り込みは、12月 13日（金）

      を予定しています。 

     ※金融機関口座を持っていないなど、振り込みが困難な場合には、窓口にて支給します。 

申込期限  11月 15日（金） 

※対象世帯が 2つ以上該当する場合でも申請はいずれか 1つとなります。 

※生活保護法による保護を受けている世帯や施設入所者、または長期入院中の世帯は対象になりません。 

申・問 （福）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  
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 ⑧ 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（火）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。 

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） 

 

 

         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。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 健康診査（11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）のうち希望するもの。 

       ※希望する項目の事前予約が必要です。 

健診日 受付時間 健診場所 

15  日 （金） 
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） 

16  日（土) 地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

19  日 （火） 笠間公民館 

※ 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は

  受診できない場合があります。 

【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 

21日（木） 
乳がん(超音波検査のみ）：午前10時～10時30分 

子宮頸がん：午後0時30分～１時 
笠間公民館 

24日（日） 子宮頸がん：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。 

【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）のうち希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

 1  日（金） 

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）  5  日（火） 

 7  日（木） 

10日 （日） 地域福祉センターともべ（旧友部保健センター） 

※10日（日）については、午前中受け入れ可能人数を超えた場合、午後からの受け付けに変更さ

  せていただく場合があります。 

※ 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。 
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  小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 

 ⑪ 笠間市地方自治研究講演会 
 

 地域の問題を解決し、笠間市のさらなる活性化をテーマに、講演会を開催します。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 11月 6日（水）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30分 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

講師 （一社）エリア・イノベーション・アライアンス代表理事 木下
きのした

 斉
ひとし

さん 

参加費 50名（先着順） 

問 秘書課（内線 554） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 市民講座 映画「ピア まちをつなぐもの」 
 
 在宅医療に懸命に取り組む若き医師と仲間

ピ ア

たちの命と希望の物語です。お申し込みは不要で

す。ぜひ、お誘いあわせのうえ、ご参加ください。 

日時 11月 23日（土）午前 10時 30分～午後 0時 30分 開場：9時 45分 

場所 笠間公民館大ホール (笠間市石井 2068-1) 

   ※駐車場が込み合うことが予想されますので、できるだけ乗り合わせ等でご来場ください。 

定員 500名（先着順） 

参加費  無料 

問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 

 
 ⑮ 笠間市人権教育講演会 

  「少しの努力でできる子を育てる～ひとりひとりの良さを生かして～」 
 
 テレビでもおなじみの池田

い け だ

 清彦
きよひこ

さんによる講演会が行われます。 

日時 11月 24日（日）午前 9時 20分～正午 

場所 笠間公民館大ホール（笠間市石井 2068-1） 

講師 早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授 池田
い け だ

 清彦
きよひこ

さん 

対象 県内在住の方 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接またはメール、QRコードでお申し込みください。 

申込期限 10月 31日(木) 

申・問 茨城県水戸生涯学習センター（水戸市三の丸 1-5-38  茨城県三の丸庁舎 3階） 

    ℡ 029-228-1313 メール lifelong@mito.gakusyu.ibk.ed.jp            QRコード 

 

 ⑬ 笠間市民憲章推進協議会かさまヘルスロードウォーキング 
 
 市民憲章条文の「いきがい、ほほえみ、やすらぎ」のあるまちづくりを推進するためヘルスロ

ードウォーキングを開催します。秋のそよ風を感じながら、ウォーキングを楽しみませんか。 

日時 10月 24日（木）午前 9時 30分～11 時 集合時間：午前 9時 20分（雨天中止） 

   ※態度決定は当日午前 8時に行います。雨天等の場合はお問い合わせください。 

場所 集合：北山公園管理棟前  コース：北山公園ヘルスロードコース 3.8㎞ 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 40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・問 市民活動課（内線 132） 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 
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猫は屋内で飼いましょう。 

 

 

 ⑫ メディカルカフェ～みんなの相談室～ 
 
 医師や管理栄養士、保健師などさまざまな職種のスタッフとお茶を飲みながら、気軽に話した

り、学んだりしてみませんか。 

日時 11月 14日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 45分～ 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

内容 講話「冬の感染症～この冬を元気に過ごすために」、おしゃべり会 

講師 笠間市立病院、保健センター、地域包括支援センタースタッフ 

定員  20名（先着順） 

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。 

申込期間 定員に達し次第締め切り 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ CO₂削減 エコライフチャレンジ 2019 
 
 地球温暖化問題を、より多くの住民の方に知っていただくために県央地域が一体となって、省

エネ・節電に取り組むことにより、温暖化の主な原因である二酸化炭素（CO2）などの温室効果ガ

スの排出量を削減することを目的に実施します。 

【取り組み方法】 

 10 月から 11 月末までの間、省エネ・節電を心がけた生活を実行することで、電気やガス、水

道、その他燃料の使用量削減に取り組みます。 

【取り組み結果の報告】 

 自宅に届いた 11 月分の「電気ご使用量のお知らせ」をもとに、参加申込兼報告書を窓口へ提

出してください。後日、参加者全員にエコバッグをプレゼントします。 

申込方法 窓口で直接またはメールでお申し込みください。申込用紙は、市ホームページから 

     ダウンロードできます。HP https://www.city.kasama.lg.jp/page/page010444.html 

申込期間 11月 5日（火）～12月 20日（金） 

申   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） 

  メールアドレスは 11 月 1日（金）から上記ホームページでお知らせします。  

問 環境保全課（内線 125）  

 

 

 ⑯ かさま環境フェア 2019 
 
市の豊かな自然環境を未来へとつないでいくために環境フェアを開催します。環境に関する取

り組みの展示、工作やクイズなど家族みんなで楽しめるイベントです。 

※今年は、いばらき都市緑化フェスティバル、茨城フラワーマーケットと同時開催です。 

日時 10月 26日（土） 午前 10時～午後 3時 30分（雨天中止） 

場所 笠間芸術の森公園 イベント広場（笠間市笠間 2345） 

内容 環境に関する取り組みの展示・体験、市内小中学生作「環境美化」や「ペット飼育のマナー」

   ポスター展示、ペットのしつけ相談、臨時ドッグラン（使用の制限あり）など 

問 かさま環境フェア実行委員会事務局（環境保全課内）（内線 125） 

 

 

 ⑱ 第 64回   自然観察会 
 
 身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当日

はハイキングのできる服装でご参加ください。 

日時 11月 16日（土）午前 9時～正午  

   ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。 

場所 朝房山 

講師 茨城県環境アドバイザー 安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん、吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

対象 自然観察に興味のある方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 飲み物、植物等の図書、雨具（傘、長靴）、杖（ステッキ）、筆記用具など 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 10月 31 日（木） 

申・問 環境保全課（内線 125） 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ パソコン教室「はじめてのエクセル」講座 
 

日時 土曜日コース（全6回）： 11月2日、9日、16日、30日、12月7日、14日 午後3時～4時30分 

     火曜日コース（全6回）：  11月5日、12日、19日、12月3日、10日、24日 午後7時～8時30分 

場所 笠間地区建設高等職業訓練校（笠間市来栖 1688-11） 

講師 笠間地区建設高等職業訓練校講師 米川
よねかわ

 雄一
ゆういち

さん 

対象 市内在住の方 

定員 10名 

参加費 参加回ごとに 500円（テキスト代別途 540円） 

申込方法 電話でお申し込みください 

申込期限 10月 31日（木） 

申・問 笠間地区建設高等職業訓練校協会 担当：市原
いちはら

 ℡ 090-4074-5710 

 

 ⑳ 第 12回 You・遊文化スクール 
 
幼児から大人まで参加できる親子交流・三世代交流を目的とした楽しい体験型文化祭を開催しま

す。ぜひ、ご家族でご来場ください。 

日時 11月 9日（土）午前 9時 30分～正午 

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

スクール名 内容・目的 団体名 

和洋楽器体験 アイリッシュ・ハープを弾いてみよう 笠間市合唱連盟 

子ども俳句大会 入選作品の講評と表彰、戸外での「季語捜し」 友部俳句会 

ジュニア短歌大会 正しく美しい日本語文化の継承 友部短歌会 

茶の湯体験 お茶を点てる体験。お茶の文化にふれる。 わび茶 

紙飛行機工作会 紙飛行機作りで、もの作りと工夫する楽しみを体験 映像でわが町をつくる会 

ミニ盆栽をつくろう 盆栽を手軽に楽しもう 持ち帰って育てよう プチ盆栽講座 

茶の湯体験（立礼） 茶の湯「おもてなしの心・おもてなしを受ける心」 茶道研究会 

ステップを楽しもう 
スクエア・ステップの利点を体験 

（1）仲間（2）転倒防止（3）認知症予防 

スクエア・ステップリーダー会

友部支部 

問 笠間市文化協会 枝川 ℡ 0296-78-0948   生涯学習課（内線 381） 

 

 

 ⑲ 第 3回  こども理科自由研究プレゼン大会 
 
 夏休みの理科自由研究でわかったこと、楽しかったことなどを市内の小学生13組がプレゼンし

ます。大賞や優秀賞は、参加者と応援、見学にきてくれた子どもたちの投票で決定します。友達

や家族で、子どもたちのプレゼンを聴きに来てください。 

日時 11月 10日（日）午前 10 時～午後 0時 30分 

場所 笠間図書館（笠間市石井 2023-1） 

問 環境保全課（内線 125） 
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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/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓ 笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー 
 

 秋真っ只中の笠間の魅力を、かさまコンシェルジュがご案内します。このツアーは、市民の皆

さんに笠間の観光資源や魅力についてもっと知ってもらい、笠間の魅力の発信者となっていただ

きたく実施するものです。昼食はつつじ公園山頂で常陸秋そば、栗ご飯、「ひげの Café」のお料

理をお楽しみいただけます。 

 ぜひこの機会に笠間の観光、文化、食をお楽しみください。 

日時 集合場所 

11月 3日(日) 

午前 8時 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

午前 8時 20分 市役所本所（笠間市中央 3-2-1） 

午前 8時 40分 市営荒町駐車場（笠間市笠間 1556） 

コース 西念寺→笠間の菊まつり→つつじ公園山頂にて昼食→流鏑馬 

対象 市内在住の方 

   ※詳しい内容は（一社）笠間観光協会へお問い合わせください。 

定員 40名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 1,000円(当日ご持参ください)、3歳児以下は無料 

申込方法 電話または FAXでお申込みください。お申し込みの際に名前、住所、電話番号、人数、

     ご希望の集合・解散場所をお伝えください。 

申込期限 10月 27 日（日） 

申・問 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211 

 

 ㉒ 第 2回 笠間 匠のまつり 
 

 笠間の菊が最も花盛りとなる時期に合わせ、笠間を代表する匠たちを紹介する「笠間匠のまつ

り」を開催します。笠間の隠れた匠にスポットをあて、板金・竹細工・木工体験など、さまざま

な匠と交流体験ができるワークショップを開催します。会期中は、食のコーナー（ご当地グルメ、

栗焼酎、笠間ワインなど）や、伝統工芸士の器で味わう呈茶席をもうけます。 

 ぜひみなさんお出かけください。 

日時 11月 9日（土）、10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 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

 

 ㉔ まち歩きゲーム「笠間フォトミッション」  
「笠間フォトミッション」は、地図を頼りにフォトスポットを周り、得点を集めるゲームです。

スマホやデジカメで見本と同じ写真を撮りながら、まち歩きを楽しみましょう。笠間の新たな魅

力を探してみませんか。どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。 

日時 11月 16日（土）午前 10 時～正午 受付：9時 40分 

場所 かさま歴史交流館井筒屋 裏芝生広場（笠間市笠間 987） 

定員 20組：1組 1～5名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 100円/1名（保険含む、当日徴収） 

持ち物 ペン、携帯電話もしくはデジタルカメラ、歩きやすい服装、飲み物 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 11月 8日（金） 

申・問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 
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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。             
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 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 11月 2日（土）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（先着順） 

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 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

 

 ㉗ 第 18回   笠間市民ソフトテニス教室 
 
 久しぶりにやってみたい方、これからやってみたい方、中学校に入学したらやってみたい方な

ど、ぜひご参加ください。 

日時 11月 24日（日）～12月 14日（土）の土・日曜日（全 6回） 

午前 8時 30分～11 時 受付：午前 8時 20分 

※予備日：12月 15 日（日）～28日（日）の土・日曜日 

場所 柿橋テニスコート C・D面（笠間市鯉渕 6526-18） 

対象 小学 5年生以上の市内在住または在勤の方 

定員 30名（先着順） 

参加費  1,500円（ボール代・傷害保険代） 

    ※第 1回目の開催日にお支払いください。 

申込方法 住所、氏名、生年月日、連絡先（電話）、ラケットの有無を記入のうえ郵送、FAX、 

     メールでお申し込みください。 

※ラケットの無い方は、300円でレンタルできます。 

申込期限 11月 15 日（金） 

申・問  笠間市ソフトテニス連盟 深谷
ふ か や

 修一
しゅういち

 ℡・FAX 0296-78-3368 

※℡は午後 7時～9時、FAXは午前 9時～午後 9時 

〒309-1734笠間市南友部 483-5 メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp 

 

 ㉖ シェイプアップ体操 
 
 いつもの生活に運動する時間を取り入れてリフレッシュしませんか。あらゆる運動を組み合わ

せて体幹を鍛え、健康的な体づくりを目指します。事前の申し込みは不要ですので、自分のペー

スで楽しみながら始めてみましょう。直接会場へお越しください。 

日時 11月 1日（金）、15日（金）午前 10時～11時 30分 

   ※どの回でも参加できます。12月以降も予定していますので、お問い合わせください。 

場所 市民体育館（笠間市石井 2068-1） 

内容 ヨガ、エアロビクス、体のゆがみ矯正体操、ストレッチ、筋力アップ体操など 

講師 フィットネスコーディネーター 県体育指導員 木村
き む ら

 幸子
さ ち こ

さん 

対象 30歳以上の女性（どの年代の方でも楽しめます。） 

参加費 各回 800円 

持ち物 室内用シューズ、ヨガマットまたはバスタオル、タオル、飲物 

問 渡部 ℡ 090-7002-8344 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 笠間日動美術館 第 5回 古書・額縁市 
 
 古書、額縁などを取り揃えています。皆さんでお越しください。 

日時 11月 2日（土）、3 日（日）午前 10時～午後 4時 

場所 Gallery エスパス日動（笠間市笠間 1057-2） 

問  Gallery エスパス日動 ℡ 0296-72-2160 

 

 ㉚ 羽梨山神社秋の例大祭 
 
 常陸国28社の一社である格式高い羽梨山神社秋季例大祭を開催します。勇壮で迫力のある「和

太鼓」を奉納し、祭りを盛り上げます。また、地元上郷産農産物の販売もありますので、実りの

秋をお楽しみください。 

日時 11月 10日（日） 農産物販売：午前 9時 30 分 例大祭斎行：午前 10時 

   和太鼓、歌謡ショー、合気道演武：午後 0時 30分～ 

場所 羽梨山神社（笠間市上郷 3161-1） 

問 宮本
みやもと

 ℡ 0299-45-4845 

 

 

 

 ㉛ 茨城県立盲学校 学校公開「きて･みて･体験 盲学校」 
 
 視覚障害教育についての理解を深めていただくため、学校公開を開催します。 

日時 11月 23日（土）午前 9時 30分～午後 3時 45分 受付：午前 9時 

場所 茨城県立盲学校（水戸市袴塚 1-3-1） 

参加費 無料 

申込方法 FAXまたはメールでお申し込みください。 

申込期限 11月 8日（金） 

申・問 茨城県立盲学校 ℡ 029-221-3388 FAX 029-225-4328 

    メール koho＠ibaraki-sb.ibk.ed.jp 

 

  

 

 ㉙ 茨城県立農業大学校 第 42回 茨農祭 
 
 学生たちが日頃の学習成果を発表するほか、生産した野菜の販売を行います。 

 ぜひ、ご来場ください。 

日時 11月 9日（土）午前 9時～午後 3時 

場所 茨城県立農業大学校（東茨城郡茨城町長岡 4070-186） 

問 茨城県立農業大学校 農業部 ℡ 029-292-0719 

 

 

 

 

 ㉜ 新農業人フェア inいばらきを開催します 
 
「新農業人フェア in いばらき」は、県内の農業法人や地域の農業に関する情報を一度に集める

ことができます。セミナーへの参加は予約が必要ですので、お早めにお申し込みください。 

日時  12月 7日（土） セミナー：正午～午後 1 時  相談会：午後 1時～4時 

場所  イーアスつくば 2階 イーアスホール（つくば市研究学園 5-19） 

対象  農業を始めたい方、農業法人等に就職したい方  

参加費 無料 

申込方法 セミナーに参加する場合は予約が必要です。相談会は直接お越しください。 

申・問 （公社）茨城県農林振興公社 ℡ 029-350-8686 メール  ibaraki-ninaite@ibanourin.or.jp 
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。      
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝ 11月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けることを支援して

いくための制度です。 

【一般参加事業】 

日時 事業名 場所 問 

  1 日（金） 

  5 日（火） 

  7 日（木） 
午前 9時～11 時 

午後 1時 30分～3時 

健康 

診査 

保健センター 
保健センター 

℡ 0296-77-9145 

10日（日） 地域福祉センターともべ 

11日（月） 午前9時30分～午後4時 献血 市役所本庁 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 
 
【事前申込事業】※事前に申し込みが必要な事業です。 

日時 事業名 場所 問 

  6 日（水） 午後 1時 30分～3時 
健康講座（骨粗 

しょう症予防） 
地域福祉センターいわま 

保健センター 

℡ 0296-77-9145 

15日（金） 

午前 7時～10時 30分 総合健診 

保健センター 

16日（土） 地域福祉センターいわま 

19日（火） 笠間公民館 

12日（火） 
午前10時～10時30分 

午後 0時 30分～1時 

子宮頸がん 

乳がん検診 

保健センター 

21日（木） 笠間公民館 

24日（日） 地域福祉センターいわま 

16日（土） 午前 9時～正午 自然観察会 朝房山 環境保全課(内線125） 
 
◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力し

て活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【笠間図書館・岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行します。 

◆おはなし会【友部図書館・笠間図書館・岩間図書館】1Pt  

◆ブックスタート【友部図書館・笠間図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行します。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2019.9.30現在≪登録状況≫ 3,699人（男性）855人（女性）2,844人 

問 【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

  【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

  【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca         

                                          QRコード 
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