
  

■ お知らせ 

① 市政懇談会を開催します 

② 第１回 笠間市都市計画審議会を開催します 

③ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

④ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します 

⑤ 児童扶養手当の支払い月にご注意ください 

⑥ 野焼きは禁止されています 

⑦ 浄化槽補助の申請期間を延長します 

⑧ 税務署での相談は事前予約が必要です 

⑨ 要介護（要支援）認定を受けている方は 

  税控除を受けられる場合があります 

⑩ 笠間市職員採用試験(消防職)を実施します 

⑪ 笠間観光協会の正職員を募集します 

⑫ 交通事故などの負傷等で保険証を使う時は 

  届け出が必要です 

⑬ 年末年始の市内初期救急医療機関をご確認

  ください 

 

⑭ 年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を

  行います 

⑮ 年末年始はかさま歴史交流館 井筒屋の 

  開館時間が変わります 

⑯ いこいの家はなさかの年末年始営業のお知らせです 

⑰ 年末年始は市営荒町駐車場が有料になります 

 

■ 教養・文化・交流 他  

⑱ 笠間のいな吉と一緒!バスの乗り方教室 

⑲ ゆかいふれあいセンター 健康体操教室 

⑳ ひとり親家庭等支援セミナー・個別相談会 

㉑ イングリッシュ・スペース 

㉒ 親子でつくる工作教室 

㉓ クリスマス歌声パーティー 

  ～サンタが笠間宿にやってくる～ 
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【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 第 1回  笠間市都市計画審議会を開催します 
 
 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 12月 23日（月）午後 2時～ 受付：午後 1時 20分～1時 50分（定員になり次第終了） 

場所 笠間市役所本所 2階 庁議室 

審議事項 立地適正化計画の策定状況について 

定員 5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 都市計画課（内線 586） 

 

 

 ① 市政懇談会を開催します 
 
 市民の皆さんと行政がお互いの情報を交換し合い、交流を図ることを目的に開催します。今年

あった出来事などを振り返りながら、いろいろな疑問にお答えします。参加自由ですので、お気

軽にご参加ください。 

日時 12月 17日（火）午後 4時～5時（予定） 

場所 笠間ショッピングセンターポレポレシティ（笠間市赤坂 8） 

問 秘書課（内線 225） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 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  12月 26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  

     ・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） 

 

  ④ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します 
 

日時（令和 2年） 内容 

1月 21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 

1月 23日(木) 

2月 19日 (水) 
法律相談:大学教授 山口

やまぐち

 康夫
や す お

さん 

2月 28日(金) 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 

 
 ⑤ 児童扶養手当の支払い月にご注意ください 
 
 児童扶養手当法の改正により、11月から支払い月が年 3回（4月・8月・12月）の各 4か月ず

つから年 6回（奇数月）の各 2か月ずつに変更になりますのでご注意ください。 

【今年度の支払いスケジュール】 

支払い日 8月 9日 11月 11日 令和 2年 1月 10日 令和 2年 3月 11日 

支払い対象月 4・5・6・7月分 8・9・10月分 11・12月分 1・2月分 

※ご不明な点は、お問い合わせください。 

問 子ども福祉課（内線 165） 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 

  
 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に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 

 

                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑦ 浄化槽補助の申請期間を延長します 
 
 市では、合併処理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。 

 このたび、申請期間を令和 2年 1月 31日（金）まで延長しますのでお知らせします。 

※新築等とは、新築・改築などの建築確認を伴う場合。 

対象合併処理浄化槽 高度処理型浄化槽（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の届出が必要となります。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 令和 2年 1月 31日（金） 

工事完了期限 令和 2年 3月 13日（金） 

申・問 下水道課（内線 71112） 

 ⑥ 野焼きは禁止されています 
 
 ｢野焼き｣とは、廃棄物(ごみ)を野外で燃やすことで、一部の例外を除き法律で禁止されています。 

 ｢行為者が火元から離れているようで火事が心配｣｢洗濯物が干せない｣など多くの苦情が寄せ

られていますので、少量であってもごみは集積所に出すなど適正に処分しましょう。 

 また、農業や林業を営むためのやむを得ない焼却については例外とされていますが、煙の量や

風向きによって、近隣とのトラブルが増えているほか火災の原因にもなっています。周辺地域の

生活環境への影響が著しいものは指導の対象となる場合がありますので、次のことに配慮してく

ださい。 

・火を付けたら火元から離れない(最後まで消火できたことを確認すること) 

・強風時は避け、風向き、時間帯を考慮する 

・住宅との距離に気を付け煙の量や臭いが近所の迷惑にならない程度にとどめる 

・事前に近隣への声かけなどを行い、相互理解を図る 

※地域の生活環境への配慮をお願いします。 

問 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） 
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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。 

 

 携帯電話から 

「かさめ～る」とは、メールアドレスを登録していただくことによって、市の情報を携帯電話

やインターネット接続されたパソコンへメールを配信するサービスです。 

内容 ・行政情報 ・災害情報 ・防災無線情報 ・観光情報 ・火災情報  

   ・不審者情報 ・放射線情報  

料金 登録無料（通信費は各自負担） 

登録方法 市ホームページからご登録ください。（「かさめ～る」で検索） 

問 秘書課（内線 225） 

 

 

 

 

 

「かさめ～る」にご登録ください  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 要介護（要支援）認定を受けている方は税控除を 

  受けられる場合があります 
 
【障害者控除】 

 65 歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方のうち、寝たきりや認知症などの状

態にある方については、障がい者に準ずるものとして認定されると「障害者控除」の対象となり、一

定額の所得控除を受けることができます。控除を受けるには、福祉事務所長が交付する「障害者控除

対象者認定証」が必要になりますので、認定証が必要な方は申請を行い、事前にご用意ください。 

申請対象者 65歳以上で、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方 

※平成 22 年以降に認定証を交付された方は、本年以降も有効に使用できますので、申請の必要

がありません。ただし、心身の状態が変わった場合は再申請の必要があります。 

【おむつ代の医療費控除】 

 寝たきりの方が使用するおむつ代については、医療費控除の対象となりますが、控除を受ける

ためには確定申告の際に「おむつ代の領収書」と、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要

になります。 

 要介護（支援）認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが 2年目以降の方は、「お

むつ使用証明書」に代えて、市が発行する「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書内容確認

書」で控除を受けることができます。確認書が必要な方は申請を行い、事前にご用意ください。 

申請対象者 要介護認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが 2年目以降の方 

※昨年以前に確認書の発行を受けた方でも、本年の申告用に改めて確認書が必要です。 

【申請について】 

申請方法 対象の方の印鑑を持参のうえ、窓口に直接お申し込みください。 

申請期限 12月 27日（金） 

申請場所 高齢福祉課、各支所福祉課 

※認定証・確認書の交付にあたっては、要介護認定調査時の主治医意見書を用いて確認を行います。

 意見書の内容によっては、認定証および使用証明書が交付できないことがありますのであらか

 じめご了承ください。 

※期限後も申請を受け付けますが、交付が遅れる場合もあります。 

申・問 高齢福祉課 （内線 171） 笠間支所福祉課（内線 72132） 岩間支所福祉課（内線 73174） 

    税の控除に関して：税務課（内線 113） 

 ⑧ 税務署での相談は事前予約が必要です 
 
 所得税、相続税や法人税など国税に関するご相談・ご質問は、電話でお問い合わせください。

 また、国税庁ホームページ「タックスアンサー」でも調べることができます。 

 なお、税務署窓口でのご相談は窓口の混雑緩和のため、事前予約をお願いします。 

問 水戸税務署 ℡ 029-231-4211  

【自動音声でご案内】 

 国税に関する一般的なご相談やご質問：「1」を選択 

 税務署でのご相談の事前予約・税金の納付相談など：「2」を選択 

 消費税の軽減税率制度に関するご相談やご質問：「3」を選択 
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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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 笠間市職員採用試験（消防職）を実施します 
 
採用予定人数・受験資格 

職種・試験区分 受験資格要件等 採用予定人数 

消防職 

消防士 A 

平成 2年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法による

大学（短期大学を除く）を卒業または令和 2年 3月 31日

までに卒業見込みの人 
2名程度 

消防士 B 

平成 6年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法による

高等学校、短期大学、高等専門学校を卒業または令和 2年

3 月 31日までに卒業見込みの人（大卒者を除く） 

採用予定日 令和 2年 4月 1日 

試験日 令和 2年 1月 11 日（土）：筆記試験・体力検査 

    令和 2年 1月 12 日（日）、13日（月）：個人面接 

    ※試験内容、受験申し込み手続きに関しては採用試験実施要項を確認してください。 

試験会場 笠間市消防本部（笠間市箱田 2564） 

実施要項入手方法 窓口または、市ホームページ（HP  http:// www.city.kasama.lg.jp）からダウ

         ンロード、郵便で請求してください。 

※郵便で請求する場合は封筒の表に「職員採用試験申込書類請求」と朱書きし、返信用封筒（あて

 先を明記し、140円切手を貼り付けた角 2サイズ）を必ず同封し、秘書課人事給与グループ宛に

 送付してください。 

申込期限 12月 18日（水） 

申・問 秘書課（内線553） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

 

 ⑪ 笠間観光協会の正職員を募集します 
 
応募資格 おおむね昭和 57年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までに生まれた方。土日祝日も勤

     務できる健康な方。原則として、笠間市および隣接市町在住の方。 

     ※要運転免許｡パソコン(ワード、エクセル、メール程度)できる方、経理経験者優遇 

募集人数  1名 

業務内容 観光協会に関わる業務全般（経理関連業務、観光宣伝、イベント関連業務等） 

勤務日数 月 22日程度（週休 2日制、月曜定休、有給休暇有り） 

勤務時間  1日 7時間 45 分（午前 9時 30分～午後 6時 15分） 

給与等 基本給：150,000 円～200,000円（当協会で定める額） 

    社会保険、厚生年金、賞与年 2回他各種手当有り 

応募方法  観光協会で交付する用紙（受験願書、履歴書）に記入のうえ、関係書類（最終学歴の

     証明書）を添付して提出してください。審査日は別途通知します。 

申込期限 令和 2年 1月 15日（水）午後 6時 

申・問 （一社）笠間観光協会  ℡ 0296-72-9222 （月曜休業） 〒309-1611  笠間市笠間 1538-2 
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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！         

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 年末年始の市内初期救急医療機関をご確認ください 
 
○診療時間：午前 9時～午後 5時 

月日 医療機関 ℡ 

12月 29 日（日） 笠間市立病院（南友部 1966-1） 0296-77-0034 

12月 30 日（月） 
笠間耳鼻咽喉科（笠間 1107-4） 0296-73-0111 

菅谷医院（下郷 4425-37） 0299-45-2172 

12月 31 日（火） 
河村医院（笠間 223-2） 0296-72-2121 

あさひクリニック（旭町 108-6） 0296-78-5011 

  1月   1  日（水） 
太田皮フ科（笠間 179） 0296-72-7777 

あやか内科クリニック（八雲 2-5-25） 0296-71-3022 

  1月   2  日（木） 
粟屋医院（笠間 303） 0296-72-1567 

山本内科小児科医院（東平 4-5-34） 0296-71-2232 

  1月   3  日（金） 
柳橋医院（稲田 755） 0296-74-2302 

高瀬医院（安居 1291） 0299-45-2140 

  1月   5  日（日） 笠間市立病院（南友部 1966-1） 0296-77-0034 

※電話やインターネットによる救急相談、医療機関案内については、市ホームページをご覧ください。 

※電話確認のうえ受診してください。 

※12 月 30日（月）のみ、笠間市立病院で平日夜間診療（診療時間：午後7時～9時）を実施します。 

※12 月 28日（土）と 1月 4日（土）は、初期救急医療は実施しません。 

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 

 

 ⑫ 交通事故などの負傷等で保険証を使う時は届け出が必要です 
 
国民健康保険や後期高齢者医療に加入の方で、交通事故など第三者（自分以外）の行為が原因

で負傷等をし、保険証を使う場合は市役所への届け出が必須条件となります。 

第三者行為とは 

・相手がいる交通事故 

・他人の飼い犬にかまれた、傷害事件に巻き込まれた など 

このような場合も届け出が必要です 

・誰かが運転する車に同乗中の自損事故 

・ご自身の過失が大きい事故 

・相手が不明の事故 

保険証が使えないとき 

・業務上の負傷や病気（労災保険の対象となります） 

・飲酒運転や無免許運転 

・けんかや泥酔による負傷等 

問 保険年金課 国民健康保険担当（内線 140）後期高齢者医療担当（内線 142） 
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  小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を行います 
 
 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  12月 31 日（火）～令和 2年 1月 3日(金) 

規制箇所 荒町角交差点から大町交差点までの区間約 350ｍ 

     高橋町交差点から笠間市役所笠間支所角の丁字路までの区間約 150ｍ 

規制時間 12月 31日(火)午後 11時～ 令和 2年 1月 1日(水・祝)午後 7時 

     令和 2年 1月 2日 (木) 午前 9時～午後 7時 

     令和 2年 1月 3日 (金)午前 9時～午後 5時 

       ※参拝者の安全確保のため規制時間を変更することがあります。 

規制内容 車両全面通行止め(歩行者専用) 

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222（月曜休業） 

 

 

規制箇所  

荒町角交差点から大町交差点までの区間 約350ｍ 

高橋町交差点から笠間市役所笠間支所角のＴ字路までの区間約150ｍ 

規制時間 

令和元年12月31日(火) 午後11時～令和2年1月1日(水・祝)午後7時 

令和2年1月2日(木) 午前9時～午後7時 

令和2年1月3日(金) 午前9時～午後5時 

規制内容 車両全面通行止め(歩行者専用) 

※参拝者の安全確保のため規制時間を変更することがあります。 

 

 

 井筒屋 
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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/ 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ 年末年始はかさま歴史交流館  井筒屋の開館時間が変わります 
 
 年末年始は開館時間が変わりますので、ご注意ください。 

 12月 25日（水）～31日（火） 大晦日～元日 1月 1日（水・祝）～3日（金） 

開館

時間 
休館 

12月 31日（火）午後 10時 

～1月 1日（水・祝）午前 4時 
午前 9時～午後 7時 

※ 1月 4日（土）から通常どおり開館（午前 9時～午後 10時）します。 

※ 1月 6日（月）は臨時開館（午前 9時～午後 5時）します。 

問 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） ℡  0296-71-8118 

 
 ⑯ いこいの家はなさかの年末年始営業のお知らせです 
  
 年末年始は次のとおり営業します。 

 12月 29 日（日） 12月30日（月）～1 月1日（水） 1月2 日（木）～3日（金） 1月 4 日（土） 

営業 

時間 
通常営業 休館 午前 10時～午後 5時 通常営業 

※1月 2日（木）、3日（金）は休日料金で、お客様ポイント 2倍です。 

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

  HP https://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/hanasaka/ 

 
 ⑰ 年末年始は市営荒町駐車場が有料になります 
 
有料期間 12月 31 日（火）午後 5時～令和 2年 1月 1日（水・祝）午後 5時 

     令和 2年 1月 2日（木）～5日（日）午前 8時～午後 5 時 

利用料金   1回につき、普通自動車・軽自動車：500円 

     小型バス：1,000円 大型バス：1,500 円 

     自動二輪：250 円（サイドカー付き：500円） 

問 観光課（内線 516） 

 

  ⑱ 笠間のいな吉と一緒!バスの乗り方教室 
 
 笠間のいな吉と一緒に路線バスの乗り方を学びましょう。事前申し込みは必要ありません。時

間内であれば、どなたでも無料で参加できます。 

日時 場所 

12月 21日（土） 

午前 11 時 

～午後 0時 30分 

伊勢甚友部スクエアショッピングセンター 駐車場 

（笠間市住吉 1364-1） 

午後 1時 30分 

～3時 

笠間ショッピングセンターポレポレシティ 駐車場 

（笠間市赤坂 8） 

問 企画政策課（内線 557） 
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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） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ ゆかいふれあいセンター 健康体操教室 
 
 運動不足は生活習慣病の原因のひとつです。体を動かすことを習慣化し、健康な体をつくりましょう。 

日時 令和 2年 1月 8日～3月 18日 毎週水曜日（全 11回）午前 10時 15 分～11時 45分  

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） 

内容 バランスエクササイズ、筋力トレーニング、シェイプアップトレーニング等 

   ※初日と最終日に計測と体力測定を実施します。 

講師 健康運動指導士 

対象 市内在住の 30～64 歳の方 

定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 保健センター窓口で直接または、電話でお申し込みください。 

申込期限 12月 26日（木） 

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。 

 ⑳ ひとり親家庭等支援セミナー・個別相談会 
 

日時 内容 定員 

令和 2年 

2月 22日(土) 

午前 10時～ 
知ることから始まる家計管理と自分磨き 

講師：ファイナンシャルプランナー 高村
たかむら

 浩子
ひ ろ こ

さん 
30名 

午前 11時～ 
知っておきたい養育費と民事執行法改正 

講師：司法書士 荘原
そうはら

 直樹
な お き

さん 

午後 1時～ 専門家による個別相談会 各 4名 

場所 いばらき就職支援センター 3階 会議室（水戸市三の丸 1-7-41） 

   ※県三の丸庁舎駐車場をご利用ください。 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。申し込み多数の場合は抽選になります。2歳以上のお子

     さんを無料でお預かりできます。（要予約） 

申込期限 令和 2年 2月 5日(水) 

申・問 （福）茨城県母子寡婦福祉連合会  茨城県母子家庭等就業・自立支援センター 

     ℡ 029-233-2355 

 

- 
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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。 

 

 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。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。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 令和 2年 1月 7日（火） ※毎月第一火曜日に開催しています。 

   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 令和 2年 1月 6日（月） 

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

 

  ㉒ 親子でつくる工作教室 
 

日時 
12月 21日（土） 

1部：午前 9時 30分～正午 2部：午後 1時 30分～4時 

内容 繭玉の干支&繭玉化粧水づくり ミニ門松づくり 

講師 堤
つつみ

 德郎
の り お

さん 原田
は ら だ

 一
かず

昭
あき

さん 

対象 小学生以下の親子 

定員 各 10組 

参加費 500円 2,500円 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

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 開催日前日まで 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」℡ 0299-57-3357 

  

  ㉓ クリスマス 歌声パーティー～サンタが笠間宿にやってくる～ 
 
 ゴールデンサウンズの伴奏で、クリスマスソングや懐かしい歌謡曲をみんなで歌って楽しみましょう。 

日時 12月 21日（土）午後 5時～約 2時間 

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 2247-1） 

参加費 3,000円（食事と飲み物付き） 

定員 50名（先着順） 

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。 

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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