
■ お知らせ 

① 市役所本庁舎の改修工事が始まります 

② 12月1日の市民課日曜開庁業務はお休みです 

③ 更新作業に伴い戸籍関係諸証明の交付が 

  休止になります 

④ 公共下水道管路布設工事に伴い交通規制を行います 

⑤ ジェネリック医薬品を選んでみませんか 

⑥ 12 月 4日から 10日は人権週間です 

⑦ 犯罪被害者相談窓口をご存じですか 

⑧ 国民健康保険税も社会保険料控除の対象となります 

⑨ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します 

⑩「国の教育ローン」は教育資金のサポートをします 

⑪ 事業系ごみは自己処理が原則です 

⑫ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑬ 農業用廃プラスチックの回収には手続きが必要です 

⑭ 不動産公売に参加してみませんか 

⑮ 令和 2年度  笠間市英語指導助手を募集します 

⑯ 放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます 

⑰ 放課後児童クラブ運営事業者を公募します 

⑱ 高齢運転者交通安全教室を開催します 

⑲ 義士パレードに参加しませんか 

⑳「カサマノシネマ」BGM 演奏者を募集します 

■ 教養・文化・交流 他  
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さん  講演会 

㉒ ママ・リフレッシュ～タイ式マッサージ～ 

㉓女性のための創業セミナー 

㉔ 権利擁護学習会「エンディングノート活用術」 

㉕ 第 16  回 大原地区文化祭 

㉖友部駅前フリーマーケット 

㉗ ホームムービーの日 in KASAMA 

㉘ 大正琴 スズランの会 演奏会 

㉙ 森林・林業公開講座 

㉚ フラダンス体験教室 

㉛ 笠間公民館講座のご案内 

㉜ まゆ玉人形「干支飾り」・まゆ玉化粧水作り 

㉝ 元気すこやか教室 

㉞ 笠間ふれあい大学 12月講座のご案内 

㉟ 手話通訳者になるための養成講座 

㊱ 女性のためのヨガ教室 

㊲ 東京ディズニーランド・バスツアー 

㊳ ちびっこスキー・スノーボード教室 
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【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 12月 1日の市民課日曜開庁業務はお休みです 
 
 本庁舎の改修工事による窓口の移設に伴い、毎週日曜日午前中に行われている市民課の日曜開

庁業務が、12月 1日はお休みとなりますので、ご理解をお願いします。 

問 改修工事・窓口移設：資産経営課（内線 571） 日曜開庁業務：市民課（内線 147） 

 

 

 ①  市役所本庁舎の改修工事が始まります 
 
建物の老朽化等に伴う市役所本庁舎の改修工事のため、窓口を一部移設します。来庁者の皆さ

んには、駐車、通行規制および騒音や振動、窓口の移設により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。 

工事期間 12月～令和 3 年 3月まで 

窓口移設日 移設前 移設先 

11月18日（月）～ 
会計課 

 

議会/行政棟 1階 

 

議会/行政棟 2階小会議室 

税務課、収税課 議会/行政棟 2階大会議室 

11月25日（月）～ 社会福祉課、市民活動課 附属棟 

12月   2  日（月）～ 市民課、保険年金課 議会/行政棟1階高齢福祉課前 

問 資産経営課（内線 571） 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 公共下水道管路布設工事に伴い交通規制を行います 
 
 公共下水道管を布設する工事に伴い、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、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月中旬～令和 2年 2月下旬（予定） 

規制区間 笠間市南友部地内（北山公園入口交差点より南へ約 120m・東へ約 90mの地点から、東

     へ約 150m・南へ約 120m） 

規制内容 全面通行止め：午前 8時 30分～午後 5 時 

     ※工事箇所および通行止め区間は 1日約 5ｍ間隔で移動します。 

施工業者 （株）大平工務店 

問 下水道課（内線 71141） 

笠間市立病院

北山公園入口交差点

通行止

迂回路

 ③ 更新作業に伴い戸籍関係諸証明の交付が休止になります 
 
 戸籍統合システムの更新作業に伴い、12月 8日（日）は戸籍関係諸証明の交付ができません。 

 なお、住民票と印鑑証明の交付、埋火葬許可書の交付業務は通常どおり行います。詳細につい

ては、事前にお問い合わせください。 

問 市民課（内線 146） 

 

 

 

 ⑤ ジェネリック医薬品を選んでみませんか 
 
 市では、国民健康保険加入の皆さんの医療費負担の軽減が期待できるジェネリック医薬品の利

用を推進しています。ジェネリック医薬品は、新薬と同じ成分、効き目で新薬に比べて低価格で

提供されますので、自己負担額を節約できます。 

 ジェネリック医薬品を希望するシールは保険年金課、各支所の市民窓口課で配布していますの

で、ぜひご活用ください。 

※ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してください。 

問 保険年金課（内線 140）笠間支所市民窓口課（内線 72123） 岩間支所市民窓口課（内線 73181） 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 12月4日から10日は人権週間です 
 
 1948 年（昭和 23 年）12 月 10 日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年 12

月 10日が「人権デー（Human Rights Day）」と定められました。法務省と全国人権擁護委員連

合会では、人権デーを最終日とする 12月 4日から 10日までを「人権週間」として各種の人権啓

発活動を行います。 

 人権は自分と同じように他の人にもあることの理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊

かな人間関係をつくりましょう。 

みんなで築こう人権の世紀  ～考えよう  相手の気持ち  未来へつなげよう 違いを認め合う心～ 

○女性の人権を守ろう 

○子どもの人権を守ろう 

○高齢者の人権を守ろう 

○障害を理由とする偏見や差別をなくそう 

○同和問題（部落差別）を解消しよう 

○アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう 

○外国人の人権を尊重しよう 

○HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくそう 

○刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう 

○犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう 

○インターネットを悪用した人権侵害をなくそう 

○北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう 

○ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

○性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう 

○性自認を理由とする偏見や差別をなくそう 

○人身取引をなくそう 

○東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう 

問 水戸地方法務局 人権擁護課 茨城県人権擁護委員連合会 ℡ 029-227-9919 

 ⑦ 犯罪被害者相談窓口をご存じですか 
 
 誰もが突然、事件や事故に遭う可能性があります。被害に遭われた際はご相談ください。被害

に遭われた方やその家族が回復するためには、周囲の理解と温かな支援が必要です。 

犯罪被害者週間 11月 25 日（月）～12月 1日（日） 

相談窓口 ℡ 相談時間 

笠間警察署 0296-73-0110 

24時間受付 
性犯罪被害相談「勇気の電話」 #8103、029-301-0278 

警察相談専用 #9110、029-301-9110 

女性専用相談 029-301-8107 

少年相談コーナー 
水戸：029-231-0900 

つくば：029-847-0919 

午前8時30分～午後5時15分 

（夜間、土、日および祝日は警察対応） 

茨城県・犯罪被害者相談 029-301-7830 
午前9時～午後4時 

（土、日および祝日を除く） 

いばらき被害者支援センター 029-232-2736 午前10時～午後4時 

（土、日および祝日を除く） 性暴力被害者サポートネットワーク茨城 029-350-2001 

問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 国民健康保険税も社会保険料控除の対象となります 
 
 年末調整や確定申告の際に、当該年の国民健康保険税（国保税）の納付額は、社会保険料控除

の対象となります。令和元年（平成 31 年）中に納付された国保税の納付額（納付書および口座

振替分）について、「所得申告参考資料」を令和 2年 1月下旬に送付します。 

 なお、年末調整のために参考資料（国保税納付額連絡票）が早めに必要な場合は、次のとおり

申請してください。 

○電話で申請する場合 

国保税納付額連絡票をご自宅に郵送します。電話での納付額の回答はできません。 

○保険年金課（市民窓口課）窓口で申請する場合 

 納税義務者（世帯主）または同一世帯の方には、窓口で「国保税納付額連絡票」を発行します。 

本人確認できるもの（運転免許証または保険証等）をご持参ください。 

※国保税は世帯主課税のため、市役所で加入者個人ごとの納付額はお知らせできません。実際 

に国保税を納付された方（負担された方）が社会保険料控除として申告することができます。 

※特別徴収（年金天引き）されている国保税は、その年金を受給している方が控除を受けられ 

ます。公的年金の源泉徴収票をご確認のうえ、申告してください。 

問 国保税納付額連絡票について：保険年金課（内線 140） 

税の申告および控除について：税務課（内線 113） 

 

 

 ⑩「国の教育ローン」は教育資金のサポートをします 
 
 「国の教育ローン」は、高校、短大、大学、専修学校、各種学校や外国の高校、大学等に入学

在学するお子さんをお持ちのご家庭を対象とした公的な融資制度です。 

融資額 お子さん一人につき 350万円以内 

利率 年 1.71％（令和元年 10月 1日現在） 

返済期間 15年以内 

※金利と返済期間について詳しくは下記までお問い合わせください 

問 教育ローンコールセンター（日本政策金融公庫） ℡ 0575-008656 ℡ 03-5321-8656 

 ⑨ 高齢者を対象とした無料の歯科健診を実施します 
 
 高齢者の口腔機能の低下や、肺炎等の疾病を予防するために無料の歯科健康診査を実施してい

ます。まだ受診されてない方は、ぜひご利用ください。 

実施期限 12月 31日（火） 

対象 後期高齢者医療被保険者で、以下の生年月日の方 

  （1 ）昭和18 年 4月1日～昭和19 年 3月31日生まれの方（満75歳） 

  （2 ）昭和13 年 4月1日～昭和14 年 3月31日生まれの方（満80歳） 

  （3 ）昭和  8 年 4月1日～昭和  9 年 3月31日生まれの方（満85歳） 

   ※  8月中旬に、対象の方に歯科健康診査の案内を送付しています。 

   ※再発行を希望される場合は、茨城県後期高齢者医療広域連合までご連絡ください。 

受診場所  案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。 

健診内容  問診、口腔内の状態の検査や、口腔機能の評価など。入れ歯の方も受診できます。 

実施方法  ご希望の歯科医院を予約し、被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシを持

      って受診してください。 

問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課  保健資格班 ℡ 029-309-1212 
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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/ 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 農業用廃プラスチックの回収には手続きが必要です 
 
回収を希望する方は、事前に廃棄事業者としての登録等、事務手続きを行う必要がありますの

で、登録期間内に印鑑を持参のうえ、手続きをお願いします。  

【登録】 

場所 農政課 

持ち物 印鑑 

年間登録料 1戸あたり 1,000円（登録有効期間：令和 2年 3月 31日まで） 

登録期限 11月 29 日（金） 

【回収】 

日時 場所 

12月 6日（金） 
午前 9時 30分～正午 

JA常陸笠間営農経済センター（笠間市飯合 146） 

12月 20日（金） JA常陸友部花卉センター（笠間市湯崎 1231-1） 

回収できる農ビ 統一マーク農ビのプリントがされているもの 

回収できる農ポリ 被覆用ポリフィルム、マルチフィルム、園芸用ポット、園芸用育苗トレイ、 

         水稲育苗箱、肥料袋など 

回収費  農業用ビニールフィルム：1キログラムあたり 9.7 円 

    農業用ポリエチレンフィルム：1キログラムあたり 31.4 円 

※ 回収費は変更となる場合があります。 

※ 排出した農業用ビニール、農業用ポリエチレンの重量を測定し、排出した量に応じて、登録料 

と併せて後日請求します。 

申・問 農政課（内線 528） 

 

 

 ⑫ 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  11月 28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  

    ・搬入車両等対策 

    (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑪ 事業系ごみは自己処理が原則です 
 
 事務所、店舗などの事業所から出たごみは、「事業系ごみ」として、事業者の責任で適正に処理す

ることが法律により義務づけられています（廃棄物の処理および清掃に関する法律 第 3条第 1項）。 

事業活動に伴って出るごみは、「質」や「量」にかかわらず「事業系ごみ」となりますので、「家

庭ごみ」とは異なり市では収集しません。しかしながら、「家庭ごみ」の集積所に「事業系ごみ」

を出されている事業所・店舗が見受けられます。 

「事業系ごみ」は自らごみ処理施設等に持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処

理することになりますので、ご協力をお願いします。 

なお、住宅と併設されている事業所（住まいと事業所が一緒）については、家庭から出るごみ

は「家庭ごみ」として、事業活動から出るごみは「事業系ごみ」としての処理をお願いします。 

問 環境保全課（内線 127） 
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  小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ⑭ 不動産公売に参加してみませんか 
 
 茨城租税債権管理機構では、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 12月 3日（火）午後 0時 50分～ 

場所 水戸合同庁舎 2階大会議室（水戸市柵町1-3-1） 

公売不動産 

売却区分番号 所在地 地目 地積（㎡） 見積価格 公売保証金 

31-78 

 

 笠間市南友部字湯山入 1428 

山林 

767 

6,200,000円 620,000円 

 笠間市南友部字湯山入 1429-1 1374 

笠間市南友部字湯山入 1469-2 792 

 笠間市南友部字湯山入 1469 -1 1364 

笠間市南友部字湯山入 1429-2 1193 

 笠間市南友部字湯山入 1468 1084 

 笠間市南友部字金平 1436-1 6285 

 笠間市南友部字湯山入 1470 1712 

笠間市南友部字湯山入 1465 3219 

※ 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、笠間市役所収税課で公売広報を無料で配布しています。また

 ホームページでも、詳しい内容をご覧いたただけます。 

問 茨城租税債権管理機構 ℡ 029-225-1221  HP http://www.ibaraki-sozei.jp/ 

 ⑮ 令和 2年度  笠間市英語指導助手を募集します 
 
雇用期間 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

勤務先 市内の小・中・義務教育学校 

勤務内容 英語指導の補助業務 

勤務時間 週 5日間（土、日、祝日を除く）午前 8時～午後 3時 45分（実働 7時間、休憩 45分） 

     ※ただし、イベントなどで出勤する場合あり 

応募資格 (1)日本国籍以外の方で小・中学校で英語を教えることができる方 

     (2)大学卒業以上の学力を有する方 

     (3)日本語能力試験 3級程度もしくはそれ以上の日本語力を有する方 

     (4)日本の運転免許証、または国際運転免許証(免許証は期限が切れていないもの)を有する方 

     (5)在留カードまたは外国人登録証明書のある方(Instructor’s Visa のある方) 

募集人数 若干名 

報酬等 月額 300,000円～330,000 円（通勤手当は一定の基準を満たした場合に支給） 

面接日 12月 17日（火） 

申込方法 次の書類を郵送または持参してください。 

(1)志願書または履歴書：志願書(市教育委員会ホームページからダウンロードしてください)ま

たは一般の   履歴書を利用し、英文と日本語のものをそれぞれ作成してください。 

(2)最終学歴の卒業証書コピー  (3)パスポートのコピー(写真とビザのページ) 

(4)在留カードまたは外国人登録証明書のコピー  (5)カバーレター（志望動機など） 

(6)写真 2枚(パスポートサイズ:縦 4.5cm×横 3.5cm)  (7)健康診断書 

(8) TESOL  / TESL  / TEFL  / CELTAの資格を有する方はその資格を志願書または履歴書の資格などの

    欄に記載し証書のコピーを添付してください。 

申込期限 12月 6日（金）午後 5時必着 

申・問 学務課（内線 379） 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます 
 
 各小学校の児童クラブでは、12月 25日（水）から令和 2年 1月 7日（火）の冬休み期間中、

家庭で保育できない児童をお預かりします。 

※日曜・祝日および年末年始期間 12月 29日（日）～1月 3日（金）は除く。 

入所基準 共働き、疾病・障害等、家族の看護・介護、出産、その他特別の理由 

申込方法 申込書および保育できない証明書等（保護者数分）に必要事項を記載のうえ、窓口で

     直接お申し込みください（FAX、郵送は不可）。 必要書類は子ども福祉課、各支所福祉

     課に用意してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。（サイ

     ト内検索に「放課後児童クラブ」と入力） 

※定員の空き状況および申し込み状況により選考を行い、結果を通知します。 

申込期限 12月 4日（水） 

【受け入れ可能児童クラブ】稲田小、みなみ学園、岩間第一小、岩間第二小、岩間第三小 

   ※上記以外の児童クラブは、受け入れ不可ですので次の民間児童クラブをご利用ください。 

【民間児童クラブ】がくどうかさま（笠間）℡  0296-78-4121 民間学童すまいる（鯉淵）℡  0296-77-6608

         アフタースクールケアキズナバ（鯉淵）℡  0296-85-6631 

申 子ども福祉課 各支所福祉課 

問 子ども福祉課（内線 165） 

  

 
 ⑰ 放課後児童クラブ運営事業者を公募します 
 
 受託を希望する法人は、次のとおり申請書に必要な書類を添付のうえ申請をお願いします。 

委託期間 令和 2年 4月 1日～令和 5年 3月 31日（3年間） 

委託場所 ①友部小児童クラブ 

     ②岩間一小児童クラブ 

委託限度額 ①友部小児童クラブ：3年間 115,800,000円/1 年間 38,600,000円 

      ②岩間一小児童クラブ：3年間 56,700,000円/1年間 18,900,000 円 

※本事業における消費税および地方消費税については、消費税法（昭和 63 年法律第 108号）第 6

 条および別表第 1第 7号により、非課税として取り扱います。 

対象 市内に事務所（事業所）を有する学校法人、社会福祉法人、NPO法人（特定非営利活動法人） 

   ※NPO法人については、子どもの健全育成を図る活動をする団体に限るものとします。 

申込方法 申請書一式を直接窓口へ持参、または郵送で提出してください。 

     ※申請書については、市ホームページからダウンロードまたは窓口で配布します。 

申込期限 12月 5日（木）午後 5時 15分必着 

申・問 子ども福祉課（内線 165） 〒309-1792  笠間市中央 3-2-1 
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便利な身分証明書 マイナンバーカード 
取得はお早めに！         

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 高齢運転者 交通安全教室を開催します 
 

 ドライブレコーダーの映像を活用した安全運転講話や実車による講習などで、交通ルールや運

転技術を再確認します。また、後付け安全運転支援装置の体験試乗も行います。 

日時 12月 9日（月）午後 1時 30分～3時 45分 

場所 茨城県自動車学校 水戸校（水戸市東野町 260） 

対象 普段から自動車の運転をしていて 65歳以上の方およびその家族の方 

定員 30名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 FAX、または郵送でお申し込みください。申込書は市民活動課、各支所の地域課、 

     笠間警察署に用意しています。 

申込期限 11月 22 日（金）必着 

申・問 茨城県県民生活環境部生活文化課 安全なまちづくり推進室  

    ℡ 029-301-2842 FAX 029-301-2848 〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 

 

 ⑲ 義士パレードに参加しませんか 
 
 笠間藩から赤穂藩へ移封となった藩主・浅野家は、江戸城での刃傷事件を起こし、やがて家臣・

赤穂浪士の忠臣蔵へと発展します。笠間義士会は、この縁ある義士の心を後世に伝えることを目

的として毎年 12 月にパレードを行っています。赤穂浪士の陣羽織をお貸ししますので、ご興味

のある方はお気軽にご参加またはお問い合わせください。 

日時 12月 14日（土）夕方～（詳細はお問い合わせください。） 

場所 コース：武藤酒造～大石内蔵助銅像～かさま歴史交流館井筒屋～荒町（約 1.5ｋｍ） 

対象 13歳以上 

定員 先着 30名 

参加費 無料・赤穂浪士の陣羽織を無料で貸与します。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 根岸 ℡ 090-5218-2619   水上 ℡ 0296-73-0001（事務局：笠間稲荷神社） 
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。   

 

 ⑳「カサマノシネマ」BGM演奏者を募集します 
 

 市では「カサマノシネマ」プロジェクトとして市民の皆さんからご提供いただいた昭和時代の

8ミリフィルムを使って地域映画の製作をしています。今回は、映画の BGM演奏者を募集し、録

音会を行います。地域映画を彩る音楽を奏でてみませんか。童謡唱歌などの合唱や自作の曲の演

奏など、笠間の映像に合う楽曲を募集します。 

日時 録音会：12月 13日（金） 

場所 録音会会場：笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

対象 市内在住または在勤の方 

申込方法 窓口で直接またはFAX、郵送でお申し込みください。お申し込みの際には、演奏サンプル（CD）

       を添付してください（サンプルCDが無い方はご相談ください）。サンプルは返却しません。 

     ※申込書は窓口に用意しています。または、市ホームページからもダウンロードでき

      ます。（サイト内検索に「カサマノシネマ」と入力） 

     ※申し込みが多数の場合は選考させていただくことがあります。 

申込期限 11月 29日（金） 

申・問 企画政策課（内線 557） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 仁
に

志
し

 敏
と し

久
ひ さ

さん 講演会  

 元プロ野球選手で U12日本代表監督の仁志敏久さんをお招きして講演会を開催します。 

日時 11月 30日（土）午前 10 時〜11時 30分 

場所 笠間小学校 体育館（笠間市笠間 2689-1） 

参加費 無料 

申込方法 QRコードよりお申込み下さい。 

申・問 笠間青年会議所 常
つね

行
ゆき

 ℡ 090-2448-8180 

 ㉓ 女性のための創業セミナー 
 

 創業に興味のある方や創業を目指している方、創業して間もない方で SNSの活用に興味のある

方は、この機会にぜひご参加ください。SNS 初心者も大歓迎です。 

日時 12月 4日（水）午後 1時 30分～4時 30分 開場：午後 1時 

場所 ダイニングキッチン ちょび（水戸市河和田町 1095-1） 

講師 NPO法人 子連れスタイル推進協会 牟田
む た

 祥子
あ き こ

さん 

定員 20名（先着順） 

   ※お子さんと聴講可。事前にお申し出ください。 

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。 

申・問 茨城県信用保証協会 経営支援部創業支援課 TEL 029-224-7865  FAX 029-224-7827 

 

 ㉔ 権利擁護学習会「エンディングノート活用術」 
 

 人生の終末期を自分らしく、望むように過ごすためには、エンディングノートを利用すること

が効果的です。実際にノートに記入しながら、活用術を学んでみませんか。エンディングノート

は贈呈します。 

日時 12月 17日（火）午後 2時～4時 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 宮田 FP事務所代表 フィナンシャルプランナー 宮田
み や た

 久
ひさ

雄
お

さん 

定員 25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。 

申込期限 11月 22 日(金) 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 

 ㉒ ママ・リフレッシュ ～タイ式マッサージ～ 
 
 子育てをがんばっているみなさん、タイマッサージで日々の疲れをリセットしましょう。 

日時 12月 3日（火）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 常世田
と こ よ だ

 麻衣
ま い

さん 

参加費 無料 

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 11月 21日(木)～30日（土） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 第 16  回 大原地区文化祭 
 
 大原地区に在住、在勤の方の作品を展示します。ぜひ、お越しください。 

日時 11月 24日（日）～12月 6日（金）午前 9 時～午後 4時 

場所 大原小学校 1階  多目的集会広場（笠間市小原 3522-1） 

内容 絵画、彫塑、工芸、書、写真、陶芸、手芸、生花、ちぎり絵、絵手紙、ステンドグラス、

   パンフラワー、アートフラワー  その他 

問 大原文化振興会 中村
なかむら

 ℡ 0296-77-5694 

 

  
 ㉖ 友部駅前フリーマーケット 
 
 毎月第 4日曜日にフリーマーケットを開催しています。ピリ辛カレーやオムライス、アップル

パイ、フランクフルトやハンドメイドのキーホルダーの作製、古着や子供服、昔懐かしいレトロ

な商品や、地元で取れた新鮮な野菜も出店しています。 

 また、出店者も随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんのご来場を

お待ちしています。 

日時 11月 24日（日）午前 9時～午後 1時 （小雨決行、荒天中止） 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

問 友部フリーマーケット実行委員会     佐藤 ℡ 090-3245-0880  柏崎 ℡ 090-1880-6317 

      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。） 

 

 ㉘ 大正琴 スズランの会 演奏会 
 
 皆さんで唄って聞いてお楽しみください。入場は無料です。ご来場をお待ちしています。 

日時 12月 1日（日）午後 1時 30分 

場所 市民センターいわま 3階 岩間公民館 大会議室（笠間市下郷 5140） 

定員 70名（先着順） 

持ち物 上履き 

問 木村流 大正琴 スズランの会 代表 生駒 ℡ 090-8598-5944 

 

 ㉗ ホームムービーの日 in KASAMA 
 
 市民の皆さんからご提供いただいた昭和時代の８ミリフィルムを提供者の方々のお話を伺い

ながら楽しむ上映会です。ぜひご参加ください。 

日時 11月 23日（土） 

場所 地域交流センターいわま「あたご」多目的ホール（笠間市下郷 4437-7） 

定員 50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。 

申込期間 11月 21 日（木） 

申・問 企画政策課（内線 557） 
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 ㉛ 笠間公民館講座のご案内 
 

講座名 
自分らしく輝く! 

カラー講座 
歴史講座 

スマホ・ケータイのある生活を楽しむ 

講師：（株）ユニゾンモバイル 

日時 

11月28日（木） 

12月19日（木） 

11月20日（水） 

12月4日（水）、18日（水） 
12月6日（金） 12月11日（水） 

午前10時～11時30分 午前 9時 30分～11時 30分 

内容 
心や体が受ける 

色の影響 

1回：茨城のみち 

    -交通網の移り変わり- 

2回：日本刀のイロハ 

3回：絵図史料をよむ 

「キャッシュレス」 

スマホ決済アプリ

の紹介 

スマートフォンで

ショッピング& 

防犯メール 

受講料 
1,000円 

（材料費含む） 
900円 300円 300円 

定員  12名  20名  20名  20名 

申込期限 
初回の前日まで 

（定員になり次第締め切り） 

11月21日（木） 

(応募者多数の場合は抽選) 

申込方法 窓口で直接または FAX、メールでお申し込みください。申込用紙は窓口で配布、また

はホームページからダウンロードできます。 

     メール kasakomin@city.kasama.lg.jp  HP https://www.city.kasama.lg.jp/ 

申・問 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） ℡ 0296-72-2100 FAX 0296-72-2103  

 

猫は屋内で飼いましょう。 

 

 ㉚ フラダンス体験教室 
 
 フラダンスのレッスンを無料で体験できます。楽しみながら、体力作りをしましょう。メール

または電話でお申し込みいただけますので、お気軽にご参加ください。 

日時 場所 申・問 

11月 30日（土） 

午後 1時 30分～2時 30分 

永井ホール 

（笠間市平町 2046-1） 

舘 ℡ 090-3133-4600 

メールmichiyot801@yahoo.co.jp 

12月 3日、10日、17日（火） 

午前 10時～11時 30分 

笠間市民体育館 

（笠間市石井 2068-1） 
薄井 ℡ 090-8478-5520 

※11月 30日（土）は初心者対象となります。 
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 ㉙ 森林・林業公開講座 
 
日時 12月 3日（火）午後 1時 45分～4時 受付：午後 1時 15分～ 

場所 友部公民館 大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 講演：災害調査に使われる最新技術 

   講師：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 村上
むらかみ

 亘
わたる

さん 

研究発表：山火事発生から 31年が経過した林分における森林の植生遷移 

定員 70名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。 

申込期限 11月 26 日（火）（定員になり次第締め切り） 

申・問 関東森林管理局 森林技術・支援センター ℡ 0296-72-1146 FAX 0296-72-1842  

    メール  ks_kasama_postmaster@maff.go.jp 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㉝ 元気すこやか教室 
 
 運動、口腔、栄養、認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした短期

集中型（3ヶ月間）の介護予防教室を開催します。 

日時 令和 2年１月 10日～3月 27日の毎週金曜日 午後 1時～3時 30分 

場所 岩間公民館 3階（笠間市下郷 5140） 

内容 保健、医療の専門職による運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防のプ

   ログラムに全 12 回（週 1 回⁄2 時間程度）取り組みます。終了後もご自宅で続けられるよ

   う支援します。 

   (1)専門職による講話 

   (2)専門職による運動指導と集団体操 

   (3)血圧測定などの健康チェック 

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方 

   (1)要支援 1、2の認定を受けている方 

   (2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方 

定員 20名程度（先着順） 

参加費 1,500円（全 12 回分） 

申込方法 ㈱スマイルハートへ電話でお申し込みください。 

申込期限  12月 6日（金） 

その他 （1） 通所が困難な場合は、送迎も可能ですので申し込みの際ご相談ください。 

    （2） 通所介護およびいきいき通所のサービスを利用している方は参加出来ません。 

    （3） 申し込み後、ケアプランを作成するため、地域包括支援センター職員がご自宅を

        訪問します。 

申 ㈱スマイルハート 小美玉市羽刈 638-15 ℡ 0299-28-8000 

問 高齢福祉課（内線 175） 
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   デマンドタクシーかさま 予約センター ℡ 0296-70-9000  
    11月から乗車料金が変わりました。 
   ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。 

 ㉜ まゆ玉人形「干支飾り」・まゆ玉化粧水作り 
 
 来年の干支飾り（ねずみ）と化粧水を作ってみませんか。 

日時 12月 17日（火）午前 9時 30分～11時 30 分 

場所 地域福祉センターいわま（笠間市下郷 5139-1） 

講師 茨城生物の会 堤
つつみ

 徳郎
の り お

さん 

対象 市内在住の方 

参加費 300円 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 電話でお申し込み下さい 

申込期限 12月 3日（火）  

持ち物 はさみ、赤ボールペン 

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

※地域ポイント制度の付与対象になります。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉟ 手話通訳者になるための養成講座 
 

 茨城県聴覚障害者福祉センターでは手話通訳者養成講座を開講します。この講座を受講するに

は次の申し込みが必要になります。 

【入講試験】 

日時 令和 2年 1月 18日（土）午前 10時 受付：9時 30分 

受験料 無料 

試験内容 個人面接 

受験資格 茨城県登録手話通訳者を目指す方で、手話で日常会話ができること 

【講座】 

日時 令和 2年 2月 1日（土）～令和 3年 11月 30日（火）（約 2年間）午前 10時～正午 

対象 手話通訳者養成講座入講試験合格者 

定員 20名 

参加費 13,000円/年 

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） 

申込方法 往復はがきに、氏名、住所、年齢、電話・FAX番号、手話学習歴「水戸土曜コース」

     とご記入のうえ、お申し込みください。 

申込期限 11月 30日(金)消印有効 

申・問 茨城県聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」手話通訳者養成講座係 

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

 

 ㉞ 笠間ふれあい大学 12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 

12月 7日（土） 

午前10時 

～2時間 

1部：NPOについて学ぼう 

講師：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 

12月21日（土） 

「笠間の愛らしき“けもの”たち」剥製、パネル、文献等から笠間 

の愛らしきけものたちの生息状況、駆除と保全等を楽しく学びます。 

講師：四木会 吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ 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）、小中学生は無料 

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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｢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。 
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊳ ちびっこスキー・スノーボード教室 
 

日時 令和 2年 1月 4日（土）～6日（月） 

場所 丸沼高原スキー場（群馬県利根郡片品村東小川 4658-58） 

講師 全日本スキー連盟および笠間市スキー連盟公認の指導員 

対象 スキー：市内在住の小学 3年生～中学 2年生 

   スノーボード：市内在住の小学 4年生～中学 2年生 

定員 合計 80名（先着順） 

参加費  25,000円（宿泊料、バス代、保険料、食事 7食含む） 

    レンタルスキー料金：3,000円（全日程）、レンタルスノーボード料金：4,000円（全日程）、

    レンタルウエアー料金：2,000 円（全日程） 

 ※貸スキー料、リフト代は自己負担です。 

      ※ 1月 1日以降のキャンセルについてはキャンセル料をいただきます。 

申込場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

申込方法 申込書、参加費を添えて窓口で直接お申し込みください。 

申込日時 12月 10 日（火）午後 7時～ 

申・問 笠間市スキー連盟事務局 秋野
あ き の

 ℡ 090-2150-7145 

 ㊲ 東京ディズニーランド・バスツアー 
 
 いこいの家はなさかで、東京ディズニーランドツアーを実施します。クリスマスの思い出に、

ぜひご参加ください。 

日時 12月 8日（日） 出発：午前 7時 30分  帰着：午後 10時 30分 

対象 市内に在住、在勤、在学の方 

定員 45名（先着順） 

   ※参加者が 40人に達しない場合は、ツアーを中止することがあります。 

参加費 18歳以上11,100円、12～17歳9,300円、4～11歳7,800円、チケットをお持ちの方は4,000円 

申込方法 代金を添えて窓口で直接お申し込みください。 

     ※ドリンク 1本、はなさか入浴券をプレゼントします。 

申込期限 11月 29 日（金） 

      ※キャンセルについて：11月 22日（金）午後 4時までに参加申し込みをキャンセル

      される場合は参加費を全額返金します。ただし、期限を過ぎた場合には、やむを得

      ずツアーを中止する場合を除き、返金しません。 

申・問  いこいの家  はなさか（笠間市橋爪 586-4） ℡ 0296-77-5110 

     HP http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 
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 ㊱ 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 11月 24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 

 


