
■ お知らせ 

① 広報紙をご覧ください 

②  11月 11日から 17日は「税を考える週間」です 

③「笠間市プレミアム付商品券」を販売しています

④ 家庭のごみはルールを守って集積所に出しましょう 

⑤ 道路へ張り出している枝などの剪定は 

  所有者の責任でお願いします 

⑥ 浄化槽の設置には補助制度があります 

⑦ 水門護岸壁改修工事に伴う交通規制を行います 

⑧ 笠間市子ども・子育て会議の委員を募集します 

⑨ 都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）の 

  事後評価原案の公表および意見の募集をします 

⑩ 生活習慣病予防健診が受診できます 

⑪ 高齢者健診3点セットの個人負担金が変わります 

⑫ 暴力やストーカーなどのお悩みをご相談ください 

⑬ 特設無料人権相談を開設します 

⑭ ひきこもりの相談を受け付けます 

⑮ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に 

  向けての相談会を開催します 

⑯ ひとり親家庭の小学校新入学児童に入学の 

  お祝いを贈ります 

⑰ 高齢者の運転免許自主返納を支援します 

⑱ 秋季全国火災予防運動を実施します 

⑲ 自衛官等採用説明会を開催します 

■ 教養・文化・交流 他 

⑳ 普通救命講習会 

㉑ イングリッシュ・スペース 

㉒ 茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会 

㉓ カサマルシェ 

㉔ カサマルシェ  コラボ企画  

 「旬の野菜を使った料理教室」 

㉕ 読み語りの会 

㉖ 公民館講座「自彊術
じきょうじゅつ

 健康体操」 
㉗ 第 14回  笠間市ふれあい作品展 

㉘ 没後 80年 山下りん展 

㉙ 勝田駐屯地・施設学校開設 68周年記念行事 

㉚ 子ども読書フェスティバル 2019 

㉛ ぬいぐるみおとまり会 

㉜ かさま門前 菊あかり 

㉝ 第 2回 笠間きつねの祭典 

㉞ 乾杯条例施行6周年記念「笠間乾杯!SAKE GARDEN」 

㉟ 笠間人車軌道「人車の日」 

㊱ 花の名所プロジェクト第 9回「スイセンを植えよう」 

㊲ ターゲット・バードゴルフ体験教室 

㊳ ゆかいふれあいセンター「スペシャルウィーク」 

㊴ 笠間の家 イベントのご案内 

㊵ 我がまち探訪 かさまミュージアムバスツアー 

㊶ 福ちゃんの森公園 オータムイベント 
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 ①  広報紙をご覧ください 
 
市では、月に 1回発行している「広報かさま」と、月に 3回発行している「広報かさま お知ら

せ版」で情報発信を行っています。 

広報紙には、市民の皆さんにとって大切な情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。 

また、「広報かさま」は 1 世帯につき 1 部ずつ配布しています。回覧が回ってきたら、お取り

ください。 

問 秘書課（内線 225） 

 

 

【回覧】お早めに回してください  全 14ページ (A3…3枚、A4…1枚)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 11月 11日から 17日は「税を考える週間」です 
 
 国税庁では、毎年 11月 11日から 17日までを「税を考える週間」として税務行政に対する理

解を深めていただくため、税に関するさまざまな情報の提供を行っています。 

 ぜひ、この機会に税について考えてみてはいかがでしょうか。 

 詳しくは、国税庁ホームページ内（http://www.nta.go.jp   ⇒特設ページ「くらしを支える税」）

をご覧ください。 

問 水戸税務署 ℡ 029-231-4214 

 

  ③ 「笠間市プレミアム付商品券」を販売しています 
 
 市では、消費税率が 10％に引き上げられたことにより、非課税の方々や子育て世帯の方々を対

象とし、影響の緩和と地域への消費の喚起を目的に、「笠間市プレミアム付商品券」を実施して

います。プレミアム付商品券とは、5,000円分の商品券が 4,000円で購入することができる、25％

のプレミアムが付いたお得な商品券です。 

購入対象者  

(1)平成 31年 1月 1日時点で住民票が笠間市にあり、令和元年度住民税が非課税の方およびその

   方に扶養されている方 

 ○事前に購入引換券交付申請書を市役所に提出し引換券の交付が必要です。対象の方へは市から

  個別に通知を郵送していますが、対象の方で通知が届いていない場合はお問い合わせください。 

(2)令和元年 6月 1日時点で住民票が笠間市にあり、平成 28年 4月 2日～令和元年 9月 30日まで

   に生まれたお子さんがいる世帯の世帯主の方 

 ○市から引換券を送付します。 

申請受付期限 11月 29日（金） 

販売 期間 令和 2年 2月 14日（金）まで 

利用期間 令和 2年 2月 29日（土）まで 

販売単位 販売価格 4,000円（商品券 1枚 500円・1セット 10枚綴り 5,000円分）で 1人あたり

     5セットまで 

販売場所 市内の各郵便局 

利用可能店舗 市内の登録店舗（約 350店舗：プレミアム付商品券取扱のポスターが目印です。） 

申・問 社会福祉課（内線 157） 笠間支所福祉課（内線 72133） 岩間支所福祉課（内線 73172） 

 

  ④ 家庭のごみはルールを守って集積所に出しましょう 
 
家庭のごみを、収集日より前の日に集積所へ出す方や、集積所でない場所に出す方が見受けら

れます。ルールを守らないごみ出しは、汚れや悪臭等の原因となり、周りの住民の方々に迷惑と

なります。家庭ごみは、収集日当日の午前 8時までに地域の集積所に出すよう、皆さんのご協力

をお願いします。 

  また、地域の集積所に出せるごみを、直接処理場に持ち込まれる方も多く見受けられます。 

 ごみ処理場の個人ごみ受け付けは、本来、引越しなど一時的に大量のごみが出た場合や、集積

所に出せない粗大ごみを持ち込んでいただくことを目的としています。集積所に出せるごみは、

地域の集積所を利用し、ごみの減量化、再資源化にご協力ください。 

 なお、事業活動に伴って発生したごみは、集積所に出すことはできません。事業者（法人・個

人）の責任で分別し、適正な処理をお願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 

 

  

 「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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 ⑤ 道路へ張り出している枝などの剪定は所有者の責任でお願いします 
 
 樹木の枝や生垣、雑草が道路上に張り出したり覆いかぶさったりすると、通行の妨げになるだ

けでなく、道路標識やカーブミラー等が見づらくなり、交通事故の原因にもなりかねません。ま

た、強風や大雨により樹木が倒れ、道路を寸断するなどの影響が考えられます。 

このような事例が原因で事故が発生した場合には、樹木等の所有者に責任が問われる場合があり

ますので、定期的な枝等の「せん定・刈り込み」をお願いします。 

・民法第 717条 土地の工作物（竹木）の占有者および所有者の責任 

・道路法第 43条 道路に関する禁止行為 

 交通事故等を未然に防止し、安全かつ安心な道路環境の保全にご協力をお願いします。 

※作業時の注意事項 

1. 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電

力または NTTに連絡してください。 

2. 作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止な

   どに十分ご注意ください。 

3. 道路交通を止めて作業をする場合は、笠間警察署へ道路交通法に基づく手続きが必要になりま

すので事前にご相談ください。 

問 【県道および国道355号に関すること】 茨城県水戸土木事務所道路管理課 ℡ 029-225-4061 

 【市道に関すること】 管理課（内線 580） 

 

  ⑥ 浄化槽の設置には補助制度があります 
 
 市では、浄化槽を設置する費用の一部を補助（下水道や農業集落排水事業の計画区域を除く）

しています。単独処理浄化槽・くみ取りトイレから高度処理型浄化槽への転換を促進するため、

転換による設置の場合には、新築等に伴う設置の場合よりも補助を増額しています。 

※新築等とは、新築・改築などの建築確認を伴う場合。 

対象浄化槽 窒素除去型（N型） 

限度額 

 
単独処理浄化槽やくみ取り 

トイレからの転換の場合 
新築等の場合 

  5人槽 645,000円 533,000円 

  7人槽 772,000円 644,000円 

10人槽 959,000円 787,000円 

※単独処理浄化槽からの転換の場合は、さらに撤去費 90,000円を補助します。 

申請方法 申請の前に補助に該当するか補助希望申し込みが必要となります。補助対象基準があ

      りますので、必ずご確認ください。補助を受けるには、維持管理に係る一括契約およ

      び法定検査の事前申し込みが必要です。 

申請期限 12月 27 日（金） 

工事完了期限 令和 2年 2月 28日（金） 

申・問 下水道課（内線 71112） 
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 ⑦ 水門護岸壁改修工事に伴う交通規制を行います 
 
 JR常磐線水門護岸壁改修工事の実施に伴い、交通規制を行います。通行の際には、工事看板お

よび交通誘導員の指示に従ってください。付近にお住まいの方、また、通行される方には大変ご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

規制期間 11月 11 日（月）～令和 2年 2月 10日（月） 

規制区間 笠間市下郷（新渡戸）地内（JR常磐線ガード下から） 

規制内容 全面通行止め：午前 8時 30分～午後 5 時 

施工業者 東鉄工業株式会社 水戸支店 

問 東日本旅客鉄道株式会社 水戸土木技術センター ℡ 029-221-2992 

岩間学校給食センター

工事箇所 全面通行止（夜間開放）

全 面 通 行 止

規 制 区 間

迂 回 路

 ⑧ 笠間市子ども・子育て会議の委員を募集します 
 
 市では「第 1期笠間市子ども・子育て支援事業計画」の完了を迎え、第 2期計画を策定してい

るところです。本計画は「笠間市子ども・子育て会議」の中で継続的に評価し、意見を広く聴く

ため、「笠間市子ども・子育て会議」の委員を募集します。 

委員任期 委嘱の日から 2年間 

活動内容 会議の出席（会議は年 2回程度） 

募集人員  2人（書類選考） 

応募資格 市内在住で 9 月 30 日現在、20 歳以上で子育て中の方または地域の子育て支援に関心

     のある方 

応募方法 窓口で直接、または郵送でお申し込みください。申込書は市ホームページからダウンロー

     ドできます。子ども福祉課（本所）、笠間支所および岩間支所の各福祉課、笠間市児童館（笠

     間キッズ館）、子育て支援センター（みつばち、くりのこ）でも用意しています。 

応募期限 11月 7日（木） 

申・問 子ども福祉課（内線 165） 
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 ⑩ 生活習慣病予防健診が受診できます 
 
 今年度に 19～39歳になる方は、加入されている各健康保険組合に関わらず、問診・身体計測・

血圧測定・尿検査・血液検査・心電図検査・眼底検査・腹囲測定が受けられます。予約は不要で、

個人負担金は 1,000 円です。 

 あなたの健康を守るために年 1度は健康診査を受けましょう。 

健診日 受付時間 健診場所 

11月   7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） 

11月 10日（日） 
午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 
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、午後からの受付に変更させて

 いただく場合があります。 

※上記日程の他に予約が必要な日程、検診もあります。詳しくは保健センター年間予定表の P1～5

 をご覧ください。 

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑨ 都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）の事後評価原案の 

  公表および意見の募集をします 
 
市では、平成 27 年度から令和元年度にかけ、都市再生整備計画事業（旧まちづくり交付金）

を活用し岩間駅周辺地区の整備に取り組んできました。このたび、事後評価の原案を公表し、皆

さんの意見を募集します。なお、事後評価の原案および都市再生整備計画は、建設課または市ホ

ームページで閲覧できます。 

公表期間  11月 1日（金）～14日（木） 

提出方法 窓口へ直接または郵送、FAX、メールで提出してください。 

      ※電話など口頭による意見はお受けできませんので、ご了承ください。 

提出期限  11月 14日（木） 

     ※郵送は当日消印有効 

提出先・問  建設課（内線 501）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  FAX  0296-77-5009 

      メール kensetsu@city.kasama.lg.jp  

 ⑪ 高齢者健診 3点セットの個人負担金が変わります 
 
消費税率変更により、高齢者健診の心電図・眼底検査・血液検査（貧血）の 3点セット料金が

変更となりました。なお、健診基本項目については引き続き無料で受診できます。 

健康診査日程等の詳細は、保健センター年間予定表をご覧ください。 

変更前：2,150円⇒変更後：2,200 円 

問 保険年金課 （内線 142） 
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 ⑫ 暴力やストーカーなどのお悩みをご相談ください 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカーなど女性をめぐ

るさまざまな人権問題を解決に導くため、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施

し、悩みを持った女性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 11月 18日（月）～24 日（日）午前 8時 30 分～午後 7時（土・日は午前 10時～午後 5時） 

電話番号 0570-070-810（全国共通ナビダイヤル） 

実施機関 水戸地方法務局、茨城県人権擁護委員連合会 

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 

 

 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。 

日時 11月 20日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受け付け：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） 

 ⑭ ひきこもりの相談を受け付けます 
 

 ご家族のひきこもり問題で悩んでいる方を対象に出張相談を行います。相談は無料ですので、

一人で悩まずお気軽にご連絡ください。 

日時 場所 

12月 19日（木） 

午後 1時～4時 

福祉情報センター（ひたちなか市西大島 3-16-1） 

 令和 2年 2月    4日（火） 水戸市福祉ボランティア会館（水戸市赤塚 1-1） 

 令和 2年 2月 28日（金） 地域福祉センターともべ A館（笠間市美原 3-2-11） 

対象 県内在住のひきこもり問題でお困りのご本人やご家族 

参加費 無料（相談 1件 50分） 

申込方法 電話、またはメールでお申し込みください。 

申込期限  2 日前までにお申し込みください。 

申・問  茨城県ひきこもり相談支援センター ℡ 0296-48-6631 

    メール info@ibahiki.org HP https://www.ibahiki.org 

 

  ⑮ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時 11月 18日（月）午後 1時 30分～3時 30分（毎月第 3月曜日に開催） 

場所 地域福祉センターともべ（旧友部社会福祉会館：笠間市美原 3-2-11） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

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。 

申・問 茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

                  ℡ 029-291-8990 FAX 029-300-4320 

 

 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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 ⑯ ひとり親家庭の小学校新入学児童に入学のお祝いを贈ります 
 
○皆さんの温かい善意で寄せられた共同募金の中から、ひとり親家庭の新入学児童にお祝い金を

 贈ります。 

対象 市内に住所を有し、居住する母子・父子家庭で小学校新入学児童の保護者 

祝金の額 5,000円  

申込方法 印鑑を持参のうえ、窓口で直接お申し込みください。 

     ※受渡日は、後日通知します。 

申込期間 11月 1日（金）～令和 2年 3月 6日（金） 

申・問 笠間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 
 
○ひとり親家庭のお子さんの新入学時祝品(学用品)を贈ります。 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期間 11月 1日（金）～令和 2年 1月 7日（火） 

申 子ども福祉課、各支所福祉課 

問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡029-221-7505 

 

 

令和  元  年  10  月  24  日  第  1‐21  号 

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。      
 

 ⑰ 高齢者の運転免許自主返納を支援します 
 
 市では、交通事故を防止することを目的に、運転に不安を感じて運転免許証を自主返納された

高齢の方への支援を行っています。 

支援要件  ・市内に住民登録されている 65 歳以上の方 

     ・有効期間のある運転免許証を全部返納して 6か月以内であり、警察署で運転免許証

      の取消通知書または運転経歴証明書の交付を受けている方 

     ・市税等を完納している方 

支援内容 デマンドタクシーかさまの回数券、期限付き市内タクシー利用券、バス利用乗車券の

     いずれか（12,000 円相当額）を贈呈 

     ※支援は一人につき 1回限りです。 

申込方法 運転免許証の取消通知書または運転経歴証明書、印鑑を持参のうえ、笠間警察署交通

      課、市民活動課、各支所地域課へ申請してください。 

     ※乗車券等の即日交付を希望の方は、市民活動課へ申請してください。 

     ※支援品が決まっていない方は、市民活動課、各支所地域課へ申請してください。 

 返納が難しい方は、ペダル踏み間違いを制御する装置や衝突予防のための警報装置・車線はみ

出し警報装置なども後付けできますので、自動車用品店や自動車販売店に相談してください。 

 また、交通安全協会では、満 70歳以上の方に急発進制御装置取り付け補助金を出しています。 

申・問 【支援について】市民活動課（内線 135） 

             笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

    【運転免許の自主返納について】笠間警察署交通課 ℡ 0296-73-0110 

    【補助金制度について】笠間地区交通安全協会 ℡ 0296-72-1396 
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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。 

 

 ⑲ 自衛官等採用説明会を開催します 
 

自衛官候補生など各採用種目や質問について、ご要望に応じて説明します。ご家族の皆さんも

一緒に来場ください。 

※自衛官は年間を通じて募集しています。 

日時 11月 23日（土）、12月 8日（日）午前 10 時～午後 4時 

場所 自衛隊水戸募集案内所（水戸市中央 2-7-37 狩野ビル 4階） 

問 自衛隊茨城地方協力本部 広報班 ℡ 029-231-3315 HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

 

 

 

 ㉑ 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本場英語圏出身のネイティ

ブスピーカーと英語で触れ合ってみませんか。英会話やゲームなどのいろいろな活動をします。

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  12月 3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：グラム・イーストンさん、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   12月 2日（月） 

申・問 市民活動課（内線 133）メール katsudo@city.kasama.lg.jp 

 

 

 ⑱ 秋季全国火災予防運動を実施します 
 

期間 11月 9日（土）～15日（金）まで 

○火の用心 

 令和元年度全国統一防火標語：「ひとつずつ いいね!で確認 火の用心」 

 寝る前にガスの元栓を確認する等自分でできる火災予防の対策をお願いします。 

○住宅用火災警報器を設置しましょう 

 住宅用火災警報器は全住宅に設置が義務付けられています。また、機器が古くなると火災を感

 知しなくなり、とても危険です。10年を目安に交換しましょう。 

大切な人の命、財産を守るために早急な設置、取り替えを。 

問 消防本部予防課・笠間消防署 ℡ 0296-73-0119 

  友部消防署 ℡ 0296-78-0119 岩間消防署 ℡ 0299-45-0119 

 

 ⑳ 普通救命講習会 
 

 大切な人や家族の命を守る知識とスキル習得を目的に、心肺蘇生や AEDの使い方など応急処置

に役立てていただくため、毎月第 2日曜日に普通救命講習会を開催しています。 

 誰にでもわかりやすくできるように行いますので、ぜひご参加ください。 

日時 12月 8日（日）午前 9時～正午 

場所 笠間市消防本部 3階（笠間市箱田 2564） 

参加費 無料 

問 消防本部警防課 ℡ 0296-73-0119 
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 ㉓ カサマルシェ 
 
季節ならではの笠間の農畜産物などを、より多くの方に届けたいという気持ちから始まったカサ

マルシェ。地元のこだわり農産物や人気の加工品が揃う直売マルシェに、どうぞお越しください。 

日時 11月 23日（土）午前 9時～正午（雨天決行） 

場所 市民センターいわま（笠間市下郷 5140） 

問 笠間アグリビジネスネットワーク協議会事務局 農政課内（内線 528） 

 ㉔ カサマルシェ  コラボ企画 「旬の野菜を使った料理教室」 
 
 カサマルシェで取り扱っている商品を使った料理教室を開催します。旬の野菜を美味しく楽し

くクッキングしましょう。 

日時 11月 23日（土）午前 10 時～11時 

場所 岩間公民館 調理室（笠間市下郷 5140） 
内容 メニュー（予定）：里芋のグラタン、冬野菜のほっこりスープ 

講師 食生活アドバイザー 坂部
さ か べ

 幸子
ゆ き こ

さん 
定員  15名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 500円（材料費含む。当日徴収します。） 

持ち物 エプロン、三角巾、ふきん、飲み物等 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 11月 15 日（金）正午 

申・問 農政課(内線 528) 
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 ㉒ 茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会 
 
日時 令和 2年 2月 1日(土)、2日(日)、9日(日) 

場所 笠松運動公園 体育館（ひたちなか市大字佐和 2197-28） 

対象 県内に在住または通勤・通学している 18歳以上(平成 31年 4月 1日現在)で、障がい者ス

   ポーツの普及に理解があり、ボランティア活動等に意欲のある方 

定員 100名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 申請・認定料 5,500 円、登録料 3,800円 

申込方法 郵便または FAXでお申し込みください。申込書はホームページからダウンロードできます。

     HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/7.html 

申込期限 11月 29 日(金)必着 

申・問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375 FAX 029-301-3378 

    〒310-8555 水戸市笠原町 978-6県庁 13 階 障害福祉課内  

 

 

  後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。  
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 ㉕ 読み語りの会 
  
 読み語りの会 プラスワンが朗読会を開催します。事前の申し込みは不要です。どなたでもお気

軽にお越しください。 

日時  11月 19日（火）午後 1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） 

内容 「ざくろ」作/川端
かわばた

 康
やす

成
なり

、「夢十夜 第三夜」作/夏目
な つ め

 漱
そう

石
せき

「鳴神月」作/高樹
た か ぎ

 のぶ子
こ

 

   「夜の雪」作/藤沢
ふじさわ

 周
しゅう

平
へい

、「甚兵衛山のきつね」大子の昔話    

参加費 無料 

問 読み語りの会 プラスワン 小林  ℡ 080-1207-2954 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉗ 第 14回  笠間市ふれあい作品展 
 
 障がいを克服し、創作活動を通して自立に励んでいる方の作品を展示しています。お誘いあわ

せのうえ、ご来場ください。 

展示期間 11月 2日（土）～11日（月） 

展示会場 市民センターいわま 1階 市民ホール（笠間市下郷 5140） 

展示作品 絵画、デザイン、書道、写真、陶芸、手芸など 

問 岩間支所福祉課（内線 73171） 
 

 

 

 

 ㉘ 没後 80年 山下りん展 
 

 日本最初の女流イコン画家として活躍した、山下りんの没後 80 年を記念し、パネル展を開催

します。 

日時 11月 2日（土）～24日（日）午前 9時～午後 10時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

参加費 無料 

※11月 10日（日）午後 1 時 30分から笠間市市史研究員による展示解説を行います。 

問 生涯学習課（内線 382） 

 

猫は屋内で飼いましょう。 

 

 ㉖ 公民館講座「自彊術
じきょうじゅつ

 健康体操」 
 日本最初の健康体操で、健康増進を図る講座です。 

  自彊術とは、畳 1畳程のスペースがあれば、器具などを使わずに、老若男女年齢に関係なく誰

にでもできる体操です。元気な身体づくりをしませんか。 

日時 11月 29日（金）、12月 6日（金）・13日（金） 午前 10時～11時 30分 

場所 友部公民館  和室（笠間市中央 3-3-6） 

講師 （公社）自彊術
じきょうじゅつ

普及会 茨城県支部 大関
おおぜき

  恵子
け い こ

さん 

対象 市内在住または在勤で、3回とも出席できる方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 900円（受講料） 

申込方法 窓口で直接またははがき、FAXで講座名、郵便番号、住所、氏名（フリガナ）、電話番

     号を記入のうえ、お申込みください。なお、電話での申し込みはできませんが FAX で

     申し込む場合は、必ず受信確認の電話をお願いします。 

申込期限 11月 15 日（金）必着（月曜日休館）午前 9時～午後 5時 15分 

申  笠間公民館 〒309-1613 笠間市石井 2068-1  FAX 0296-72-2103 

友部公民館 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6  FAX 0296-78-3278 

岩間公民館 〒319-0294 笠間市下郷 5140  FAX 0299-45-7612 

問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 

 ㉙ 勝田駐屯地・施設学校開設 68周年記念行事 
 
日時 11月 10日（日）午前 9時～午後 3時 30分 

場所 陸上自衛隊 勝田駐屯地（ひたちなか市勝倉 3433） 

内容 記念式典、訓練展示、装備品展示、戦車等体験試乗、ちびっこ広場、模擬売店 

問 陸上自衛隊 勝田駐屯地 広報班 ℡ 029-274-3211 
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 ㉜ かさま門前 菊あかり 
 
 第 112 回笠間の菊まつり会期中の 11 月 9 日（土）の一夜のみ、笠間稲荷神社一の鳥居や笠間

稲荷門前通りで菊のライトアップを行います。特設野外会場では映画「グリンチ」の上映や子ど

も達が楽しめるフリースペースを設置します。ぜひ、ご家族で菊の花香る夜の門前通りを散策し

てみませんか。 

日時 11月 9日（土）午後 6時～9時 

場所 笠間稲荷神社境内および笠間稲荷門前通り周辺 

問 笠間稲荷門前通り商店街  代表   沼田 ℡  0296-72-0139 

 

  

 

 ㉝ 第 2回 笠間きつねの祭典 
 
 笠間をきつねの町と見立て、みんなで楽しむイベントです。きつねの仮装をした参加者が列を

作って賑やかに門前通りを練り歩く「きつねの町歩き」のほか、ステージショーやきつねマルシェ、

幻想的なきつねのセレモニーを行います。 

 ぜひお越しください。 

日時 11月 9日（土）午前 10時～午後 9時  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）、笠間稲荷門前通り 

参加費 無料 

問 笠間きつねの祭典実行委員会 メール：kasamakitsunenosaiten@gmail.com 

（ホームページ⇒「笠間きつねの祭典」で検索） 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 

 ㉛ ぬいぐるみおとまり会 
 
子どもたちが普段大切にしているぬいぐるみと一緒におはなし会を楽しんだ後、ぬいぐるみが

夜の図書館にお泊まりをするイベントです。 

 日時 場所 内容 

①  
12月 14日（土） 

午後1時30分～2時30分 笠間図書館 

（笠間市石井 2023-1） 

2階ホール 
おはなし会 

ぬいぐるみチェックイン 

②  
12月 15日（日） 

午後 1時～7時 
サービスデスク ぬいぐるみチェックアウト 

参加費 無料 

定員 20名（先着順） 

対象 ①、②どちらも参加できる方が、一人一体（10cm以上 1m以内）お申し込みできます。 

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 11月 22日（金）午前 9時  ～12月 1日（日） 

申・問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 

  

 

 ㉚ 子ども読書フェスティバル 2019 
 
 読み聞かせや人形劇、パネルシアターなど楽しい企画をたくさん用意しています。ご家族やご

友人とぜひお越しください。 

日時 11月 17日（日）午後 2時～3時 

場所 笠間図書館（笠間市石井 2023-1） 

問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046 
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 ㊱ 花の名所プロジェクト第 9回「スイセンを植えよう」 
 
 事前の申し込みは不要ですので、参加できる方は当日お集まりください。 

日時 11月 16日（土）午前 8時 30分～11時頃(小雨決行) 

場所 集合場所：笠間ショッピングセンターポレポレシティ南側駐車場 

   活動場所：涸沼川河畔 

内容 球根の植え付け（品種：マルチネット約300球、バーレンワイン約500球）、草刈り、ゴミ拾いなど 

※汚れても良い服装でご参加ください。刈り払い機を持っている方はご用意ください。 

問 花の名所プロジェクト ℡ 080-1216-4539 

 
 ㊲ ターゲット・バードゴルフ体験教室 
 
 心身ともに健康でボケないためにも参加してみませんか。野外で皆さんとでも、一人でも楽し

くできる、県内で広く親しまれている生涯スポーツです。「いきいき茨城ゆめ国体」ではデモ競

技の種目として県内 230名の参加のもと、つくばみらい市で開催されました。 

 この機会にぜひ体験してみてください。参加は無料です。 

日時 場所 申・問 

11月 14日（木）～17日（日） 

午前 9時～正午 
総合運動公園 

（笠間市箱田 867-1） 

東村
とうむら

 操
みさお

 

℡ 0296-74-2512 

午後 1時～3時 
岩間 B＆G海洋センター 

（笠間市押辺 2259－1） 

藤井
ふ じ い

 良男
よ し お

 

℡ 0299-45-3014 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 当日でも参加可能です。 

持ち物 運動のできる服装、飲み物。用具は事務局で準備します。 

  

 
市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。 

    納期限内の納付をお願いします。 

 

 ㉟ 笠間人車軌道「人車の日」 
 
 笠間人車軌道を体感できるイベントです。大正時代に運行されていた笠間人車軌道の車両を完

全復元し、当時の路線に沿って笠間駅前通りで動かします。 

 申し込みは必要ありませんので、当日お越しください。 

日時 11月 24日（日）午前 9時～午後 3時 30分 

場所 笠間駅前通り（笠間駅前付近～笠間支所:笠間市笠間 1532） 

参加費 無料 

問 笠間人車軌道復元プロジェクト事務局  藤本
ふじもと

 均
ひとし

 ℡ 090-3548-2597 

  

 

 ㉞ 乾杯条例施行 6周年記念「笠間乾杯!SAKE GARDEN」 
 
 「笠間市地酒を笠間焼で乾杯する条例」の制定から、もうすぐ 6周年を迎えます。これを記念

して、イベントを開催します。 

 一緒に笠間の地酒を笠間焼で乾杯して、笠間の夜を楽しみませんか。入場は無料です。 

日時 11月 9日（土）午後 6時～9時 

場所 笹目宗兵衛商店（笠間市笠間 1339） 

内容 地酒の試飲・販売、酒の肴の販売、笠間稲荷囃子保存会の演奏、抽選会 

   ※入場者先着 300名様に笠間焼特製ぐい呑みをプレゼント 

問 笠間焼協同組合 ℡ 0296-73-0058 
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 ㊴ 笠間の家 イベントのご案内 
 
○台湾茶ワークショップ～秋の夜長に近藤

こんどう

 文
あや

さんの器で愉しむ台湾鉄観音～ 

 本格的な淹れ方や味わい方、お茶について学ぶことのできるワークショップです。 

日時 
11月 19日（火）①午前 11時～午後 0時 30分 ②午後 2時～3時 30分 

※時間は①か②どちらかお選びください。 

講師 杉山
すぎやま

 路代
み ち よ

さん 

定員 各回 6名 

参加費 3,500円(練習用茶葉のお土産つき) 

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 11月 17日（日） 

○笠間の作家 60人展 第 9回～クリスマスアドヴェント～  

 笠間を中心として活躍する作家総勢 60名を 5名ずつ紹介する企画の 9回目です。笠間の今を

映し出す作家たちが繰り広げるクリスマスをぜひご覧ください。お申し込みは不要です。 

日時 
12月 3日（火）～18日（水）午前 9時 30分～午後 5時 

※初日は午後 1時～、最終日は午後 4時まで 

入場料 無料 

出展作家 
小松
こ ま つ

 弦
げん

太
た

さん、坂本
さかもと

 新
あらた

さん、佐川
さ が わ

 義
ぎ

乱
らん

さん、佐々木
さ さ き

 恒子
つ ね こ

さん 

中川
なかがわ

 直人
な お と

さん・中川
なかかわ

 洋子
よ う こ

さん（音屋
お と や

 nakagawa
な か が わ

） 

○ワークショップ「器と植物 WorkshopⅡ in 笠間の家」 

 森をイメージしたキャンドルスタンドに、世界の花からセレクトしたドライフラワーをアレン

ジします。 

日時 12月 7日（土）午後 1時～3時 

講師 フローリスト  佐々木
さ さ き

 くみこさん 陶芸家  鈴木
す ず き

 美
み

汐
しお

さん 

定員 16名 

参加費 11,000円(花材、器代、お茶とお菓子代込み) 

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 11月 30日（土） 
 
場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) 

申・問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 

 

令和  元  年  10  月  24  日  第  1‐21  号 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。  

 

 ㊳ ゆかいふれあいセンター「スペシャルウィーク」  
 新たな運動習慣を身につけるための体験イベントです。入館料のみでズンバ、ヨガ、アクアビクス

などのさまざまなレッスンや館内イベントを体験できます。詳しくは直接お問い合わせください。 

日時 11月 12日（火）～17日（日）午前 10時～午後 8時 

   ※日曜・祝日は午前 10時～午後 6時 

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） 

参加費 高校生以上：510 円 小中学生：200円 幼児：無料 

持ち物 ジム･スタジオご利用：動きやすい服装、室内シューズ、飲み物 

    プールご利用：水着、水泳帽子、バスタオル、ゴーグル、飲み物 

申込方法 当日、窓口で直接お申し込みください。各クラス定員になり次第、受付終了です。 

申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 
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 ㊵ 我がまち探訪 かさまミュージアムバスツアー 
 
 スクールバスの日中の活用策として添乗員が同行し市内の身近な見どころや、観光名所をバス

で気軽に周遊できるツアーを実施します。ぜひご参加ください。 

集合時間 午前 8時 40分（全コース） 解散：午後１時 30分頃 

出発日 コース 行程 

11月15日（金） 
A：菊まつり・山

 下りんコース 

発着場所：岩間中学校⇒笠間稲荷神社（菊人形展・稲荷美術館）

⇒白凛居⇒かさま歴史交流館井筒屋（昼食：笠間いなり寿司） 

11月22日（金） 
B：栗の里岩間 

  あたごコース 

発着場所：笠間小学校⇒愛宕神社⇒スカイロッジ（ジオパーク講

演会&万華鏡づくり）⇒（昼食：ぽろちゃん（栗）おこわ）⇒ 

小田喜商店（焼き栗試食） 

12月   6日（金） 
C:  友部の歴史 

  コース 

発着場所：笠間小学校⇒筑波海軍航空隊記念館⇒須藤本家⇒ 

カフェ&キッチンともあ（昼食：和食膳）⇒養福寺（笠間ふるさ

と案内人による説明） 

12月12日（木） 
D：稲田みかげ石 

  と歴史コース 

発着場所：友部小学校⇒石切山脈⇒石の百年館⇒西念寺⇒ 

常陸国出雲大社（昼食：常陸秋そば天ぷら盛合せ） 

  2  月14日（金） 
E：笠間の美術を 

  楽しむコース 

発着場所：友部小学校⇒春風萬里荘⇒日動美術館⇒白凛居⇒ 

かさま歴史交流館井筒屋（昼食：笠間いなり寿司） 

  2  月 27日（木） 
F：笠間の歴史 

  コース 

発着場所：岩間中学校⇒かさま歴史交流館井筒屋（笠間ふるさと

案内人による講話）大石邸跡⇒西念寺⇒常陸国出雲大社（昼食：

常陸秋そば天ぷら盛合せ） 

対象 市内在住の方（市外の方の同行も可） 

定員 各コース 20名（先着順） 

   ※申込者 1名に対し同行者は 2名までお申し込みいただけます。 

参加費 2,000円（当日徴収） 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。お申し込みの際は、氏名・年齢・性別・住所・

     連絡先をお伝えください。 

申込期限 各ツアー実施日の 3営業日前まで 

※行程は道路状況・安全確保などの理由により当日変更になる場合があります。 

※動きやすい服装、靴でお越しください。また飲み物、雨具を持参してください。 

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

 

【回覧】 次号は  11 月  7 日  発行    第  1 - 22 号 

 

 ㊶ 福ちゃんの森公園 オータムイベント 
 
 世代を超えて自然に親しみながら、交流ができる憩いの場「福ちゃんの森公園」でオータムイ

ベントを開催します。 

日時 11月 16日（土）午前 10 時～午後 2時 

場所 福ちゃんの森公園（笠間市福田 2990-1） 

内容 フリーマーケット、手打ち蕎麦の無料提供、福祉団体による直売会、地元野菜を使った 

   バーベキュー試食会、プチ模擬店など 

問 環境保全課（内線 127） 福ちゃんの森公園 管理事務所 ℡ 0296-74-7455 
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