
  

■ お知らせ 

① デマンドタクシーかさまは年末年始運休と

  なります 

② いばらき防災大学 防災士の資格取得を 

  応援します 

③ 償却資産（固定資産税）の申告をお願いします 

④ 固定資産税に係る各種届出をお願いします  

⑤ 健康診査（1月分）を実施します 

⑥ 事業者の皆さんへ 柔軟に有給休暇取得が 

  できるようにしましょう 

⑦  ｢生き活き菜園はなさか｣の栽培講師を 

  募集します 

⑧ 笠間ファン倶楽部通信の区長回覧による 

  配布を終了します 

■ 教養・文化・交流 他  

⑨ 日本遺産認定に向けたシンポジウム 

⑩ ママ・リフレッシュ～手・足型アート～ 

⑪ こころの健康づくり講座 

⑫ 来年へ歩く会 

⑬ 第19回 かさま除夜の鐘 

⑭ かさま歴史交流館井筒屋  1月のイベントのご案内 

⑮ 駅前シネマ「欲望の怪物」 

⑯ あたごふれあい寄席 

⑰ 笠間ふれあい大学  1 月講座のご案内 

⑱  1月の地域ポイント対象事業 
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 ① デマンドタクシーかさまは年末年始運休となります 
 
デマンドタクシーかさまは 12月 29 日（日）から令和 2年 1月 3日（金）の間は運休となりま

す。（※予約センターも休みです。） 

 令和 2年 1月 4日（土）から通常どおり運行しますので、皆さんのご利用をお待ちしています。

 なお、4日運行便は 12 月 27日（金）から予約ができます。 

28日（土） 29日（日） 30日（月） 31日（火） 1日（水） 2日（木） 3日（金） 4日（土） 

運行 休 休 休 休 休 休 運行 

デマンドタクシーかさま予約センター  ℡ 0296-70-9000 
※おかけ間違いのないようご注意ください。 

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532 企画政策課(内線 556) 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② いばらき防災大学  防災士の資格取得を応援します 
 

 市では、防災について総合的、体系的に学び地域防災のリーダーとなる「防災士」の資格取得 

を目指す方に 5,000 円の経費助成を行います。県が開催するいばらき防災大学を受講し、「防災

士」の資格を取得しませんか。 

 自主防災組織をはじめ行政区・消防団等で活動されている方や、企業・学校等の防災担当者、

防災に関心のある方は、ぜひお申し込みください。 

日時 第 1日目：令和  2 年 2月   8 日 （土）午前 9時 30分～午後 4時 20分 

   第 2日目：令和  2 年 2月   9 日 （日）午前 9時 25分～午後 4時 30分 

   第 3日目：令和  2 月 2月 16 日 （日）午前 9時 45分～午後 4時 20分 

   第 4日目：令和  2 年 2月 22 日 （土）午前 9時 45分～午後 2時 25分  

場所 水戸市役所 4階中会議室（水戸市中央 1-4-1） 

対象 4日間の全日程に出席できる方 

定員 市助成金対象者：35名（先着順） 受講会場定員：200名（先着順）  

参加費 受験料 11,000円（教本代、受験料、認証登録申請料）のうち 5,000 円助成  

申込方法 窓口に直接お申込みください。詳細については申し込み時にお知らせします。 

申込期限 令和 2年 1月 10日（金） 

申・問 総務課（内線 245） 笠間支所地域課（内線 72112） 岩間支所地域課（内線 73122）  

 

 ③ 償却資産（固定資産税）の申告をお願いします 
 
 昨年申告のあった方には、申告用紙または案内はがきを郵送していますが、新たに申告する方

や申告用紙が届かない方は、税務課までご連絡ください。 

申告が必要な方 ○令和 2 年 1月 1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人 

        ○令和 2 年 1月 1日現在、市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を

         貸し付けている個人または法人 

※償却資産とは、個人または法人等で事業を営んでいる場合に、その事業のために用いることが

 できる構築物、機械、装置、工具、器具・備品など（土地・家屋を除く）のことです。 

申告期限 令和 2年 1月 31日（金） 

問 税務課（内線 112） 

 

 ④ 固定資産税に係る各種届出をお願いします 
 
 固定資産税は毎年 1月 1日時点の状況により課税されます。建物を取り壊したり、土地の利用

状況が変わったりした際は、税務課までご連絡ください。 

 また、所有者等に変更があった場合は、以下の書類の提出が必要となります。 

相続人代表者指定届 

 固定資産（土地、家屋）の所有者が亡くなられた場合 

 ※固定資産の納税等の管理をする相続人代表者（相続人の中から決定）を指定してください。 

家屋補充課税台帳登録名義人申告書（未登記家屋異動届） 

 登記されていない家屋を売買、贈与、相続した場合 

※各種届出用紙は、税務課、各支所地域課に備え付けてあります。また、市ホームページから 

 ダウンロードできます。（市ホームページトップページ⇒「税務関係申請書等」で検索） 

問 税務課（内線 112） 
 

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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 ⑤ 健康診査（  1月分）を実施します 
 
 自分の健康を守るために年に 1回は健診を受けましょう。詳細は、保健センター年間予定表（P

1～5）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。 

【医療機関検診】子宮頸がん・乳がん診査 

受診希望の医療機関へ電話予約後、受診券と検診票を発行しますので、予約日までに保健セン

ター窓口または電話でお申し込みください。 

受診券の有効期限は、令和 2年 2月 28日（金）までとなりますのでご注意ください。 

 ※今年度の集団検診は予約人数に達しましたのでご了承ください。 

【要予約】骨粗しょう症検診 

健診日 受付時間 健診場所 

17日（金） 
  午前 9時 30分～10時 

午後 2時～2時 30分 
地域福祉センターいわま（旧岩間保健センター） 

※対象は、20～70歳の女性の方で 2年に 1回の受診となります。 

【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）の検診で希望するもの。 

健診日 受付時間 健診場所 

22日（水） 
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） 

※当日は混雑が予想されます。午前中の受入可能人数を超えた場合は午後からの受け付けに変更

 させていただきます。 

※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。 

 

 
 

 ⑥ 事業者の皆さんへ 柔軟に有給休暇取得ができるようにしましょう 
 
 労働基準法が改正され、事業者の皆さんは労働者に年 5日の年次有給休暇を確実に取得させる

ことが必要です。年次有給休暇の付与は原則 1日単位ですが、労使協定を結ぶことで時間単位の

取得が可能となります。時間単位の年次有給休暇制度を導入し、労働者のさまざまな事情に応じ

て、柔軟に休暇取得ができるようにしましょう。 

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8294 
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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！         

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 「生き活き菜園はなさか」の栽培講師を募集します 
 
業務内容 菜園使用者へのアドバイス、栽培に対する質問への回答や栽培指導、手本となる区画

の管理および栽培講習会（年 3回）での講師。 

応募資格 野菜の無農薬栽培の知識があり、菜園使用者に指導ができる方 

勤務日数 月 2回（土日のどちらか）午前 9時から 2時間程度 

     ※頻度、時間については応相談 

報酬 栽培指導・栽培講習会 1回につき 4,500円 

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 令和 2年 1月 10日（金） 

申・問 農政課（内線 541） 

 

  ⑧ 笠間ファン倶楽部通信の区長回覧による配布を終了します 
 
 市と(一社)笠間観光協会は、笠間が好き、笠間を応援したいという「笠間ファン」を増やし、

市内への観光誘客や交流促進を図る笠間ファン倶楽部事業を行っています。 

 この事業の情報発信のひとつとして「笠間ファン倶楽部通信」を年に 2回発行し、区長回覧を

利用して市民の皆さんにお届けしていましたが、令和 2年 3月発行予定分から、区長回覧による

全戸配布を終了することになりました。 

 今後は、会員の方への郵送のほか市内の観光等施設およびコンビニ、スーパー、ガソリンスタ

ンドに通信を設置します。 

 笠間ファン倶楽部の無料会員登録をしていただいた方には、ご自宅等へ郵送でお届けします。

引き続きご愛読いただける方は、ぜひ笠間ファン倶楽部への会員登録をお願いします。 

会員登録方法  笠間ファン倶楽部公式ホームページの入会手続きから申請、または電話で①氏名

       ②生年月日③住所④電話番号⑤メールアドレス⑥メールマガジン配信希望の有

        無をお知らせください。URL https://www.city.kasama.lg.jp/fanclub/ 

問 商工課内 笠間ファン倶楽部事務局（内線 511） 

 
 

 

   QRコード 
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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。 

統計調査員を募集しています 

  

 
統計調査員とは 非常勤の公務員として、国勢調査などの統計調査に従事しています。 

統計調査員の仕事 調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに説明を行 

い、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。 

調査の依頼 統計調査員として市に登録された方の中から、地域などを考慮し、統計調査毎に 

依頼します。 

待遇 調査活動に従事した統計調査員には、対価として法律や条例の規定に基づき、報酬が支払 

われます。 

応募 応募は随時受け付けていますので、ご連絡ください。 

応募要件は、次のとおりです。 

・市内在住で 20歳以上の方 ・秘密保持に責任の持てる方 ・責任を持って調査遂行できる方 

・税務、警察、選挙に直接関係していない方 

申・問 企画政策課（内線 592） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 日本遺産認定に向けたシンポジウム 
 

 市では、日本遺産に関する理解促進と地域の機運醸成を目的に日本遺産認定に向けたシンポジ

ウムを開催します。 

日時 令和 2年 1月 8日（水）午後 6時～7時 30 分  

場所 友部公民館 大ホール（笠間市中央 3-3-6）  

内容 ①日本遺産の事業概要について ②笠間・益子の申請概要および今後のスケジュールについて

   ③事例報告 ④パネルディスカッション 

   ※詳細は、市ホームページでご確認ください。 

参加費 無料 

問 商工課（内線 510） 

 

 ⑩ ママ・リフレッシュ～手・足型アート～ 
 

 子育てをがんばっている皆さん、可愛いわが子の今を思い出に残しませんか。お子様の手・足

型をとってアートにして飾ります。 

日時 令和 2年 1月 16日（木）午前 10時 30分～11時 30分 

場所 笠間市児童館 創作活動室（笠間市南友部 1966-140） 

講師 金澤
かなざわ

 奈津子
な つ こ

さん 

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親（託児付き） 

参加費 300円 

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 令和 2年 1月 5日（日）～13日（月） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

 ⑪ こころの健康づくり講座 
 

 ひきこもりについて理解し、かかわり方について考えてみませんか。大切な家族、身近な仲間、

困っている方を支えるためにぜひご参加ください。 

日時 令和 2年 1月 31日（金）午後 1時 30分～3時 受付：午後 1時～ 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

講師 茨城県精神保健福祉センター 心理士 川
かわ

﨑
さき

 智佳
ち か

さん 

参加費 無料 

申込方法 保健センターの窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期限 令和 2年 1月 28日（火） 

申・問 保健センター（笠間市南友部 1966-1） ℡ 0296-77-9145 
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 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 

 

                                   

猫は屋内で飼いましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ かさま歴史交流館井筒屋  １月のイベントのご案内 
 
○日本伝統芸能猿まわし 

日時 1月 1日（水･祝）～5日（日)午前 10時～午後 5時 

内容 

1000 年受け継がれてきた伝統芸能と現代技術を融合した次世代エンターテイメント

です。「あきらめない気持ちが大切」をテーマにした笑いと感動のパフォーマンスを

お楽しみください。 

注意：天候などの理由により、予告なく中止する事もあります。 

記載義務番号 第一種取扱業登録証 株式会社二助企画  

展示 神保保第 0514002号 
 
○海東

かいとう

 美紀子
み き こ

 オカリーナリサイタル with 水岡
みずおか

 のぶゆき 

日時 1月 18日（土）開場：午後 2時  開演 ：午後 2時 30分 

出演 オカリーナ  海東 美紀子さん  ピアニスト  水岡 のぶゆきさん 

参加費 2,500円（1ドリンク付き） 中学生以下は 1,500円 

定員 40名程度（予約優先） 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 
 
○「井筒屋の夜会」～寒中杯の会～ 

日時 1月 25日（土）午後 6時 30分～8時頃 

出演 落語：万葉亭
まんようてい

 小太郎
こ た ろ う

さん 昭和歌謡：てつ& ミミ(流しのてっちゃん & 北浦ミミ） 

参加費 木戸銭 500 円（お茶・お菓子付き） 高校生以下は無料 

定員 25名（予約優先） 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

場所 かさま歴史交流館井筒屋 (笠間市笠間 987) 

申・問 かさま歴史交流館井筒屋  ℡ 0296-71-8118 （月曜日休館） 

 

 ⑫ 来年へ歩く会 
 
 愛宕神社で年越しと初詣はいかがでしょうか。愛宕山山頂大駐車場から愛宕神社境内まで歩き

ます。先着 300名に、笠間焼の湯呑みを贈呈します。 

 事前申し込みは不要ですので、当日会場で受け付けしてください。 

日時 12月 31日（火）午後 11 時～午前 0時 30分（悪天候中止   ） 

集合場所 愛宕山山頂大駐車場（笠間市泉 99） 

     ※昨年と集合場所が変更になっていますのでご注意ください。 

参加費 無料 

問 愛宕神社 ℡ 0299-45-5637  

 

  ⑬ 第 19  回  かさま除夜の鐘 
 

 江戸時代から笠間の時を告げてきた時鐘（市指定文化財）をついて、新しい年を迎えましょう。

事前の申し込みは必要ありません。どなたでも参加できます。 

日時 12月 31日（火）午後 11時～午前 1時 最終受付：午前 0時 30分 

場所 佐白山ろく公園  時
じ

鐘 楼
しょうろう

（笠間市笠間 1015-2） 

※先着 100名に温かい飲み物のサービスがあります。 

問 （一社）笠間観光協会   ℡  0296-72-9222 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ 駅前シネマ「欲望の怪物」 
 

 水戸発の障害者自立支援映画がついに完成しました。当日受け付けでお申し込みください。 

日時 令和 2年 1月 5日（日）① 午前 10時～ ② 午後 2時～ 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

定員 135名 

参加費 一般：1,000円 身障者・シニア：800円 子ども：500円 未就学児は無料 

    ※映画を 5回見ると 1回無料になります。 

問 地域交流センターともべ      ℡ 0296-71-6637 

 

 ⑯ 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。寄席終了後、お正

月お楽しみ抽選会を予定しています。ぜひ、ご参加ください。 

日時 令和 2年 1月 13日（月）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 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期限 開催日当日まで 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

 
 ⑰ 笠間ふれあい大学   1 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。1月は 3回開講しますので、お好きな講座に参加してください。 

日時（令和 2年） 内容 

1月 11日（土） 

午前 10時 

～2時間 

「伝える」を考える わかりやすい伝え方・話し方 

講師：フリーアナウンサー 田邉
た な べ

 昭
あき

雄
お

さん 

1月 18日（土） 
「北限の孟宗竹」その用と美 作品展示と作業実演パネルディスカッション 

講師：竹細工名人 鈴木
す ず き

 繁
しげる

さん 竹細工工房代表 藤本
ふじもと

 均
ひとし

さん 

1月 25日（土） 
「笠間の歴史を学ぶ」 江戸時代の笠間の大名たち 

講師：笠間市史研究者 南
みなみ

 秀
ひで

利
とし

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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小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 1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 

22日（水） 
午前 9時～11 時 

午後 1時30分～3時 
健康診査 地域福祉センターともべ 

保健センター 

℡ 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 

  8 日（水） 

15日（水） 

22日（水） 

29日（水） 

午前 10時 15分 

～11時 45分 
 健康体操 ゆかいふれあいセンター 

保健センター 

℡ 0296-77-9145 
9日（木） 

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 

笠間公民館 

17日（金） 地域福祉センターいわま 

20日（月） 保健センター 

17日（金） 
午前 9時30分～10時 

午後 2時～2時30分 

 骨粗しょう症 

検診 
地域福祉センターいわま 

18日（土） 午後 0時 30分～4時 
第13回 みんな

の音楽祭※5pt 
笠間公民館 

笠間支所福祉課 

（内線 72132） 
 
◆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【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 

☆2019.11.30 現在≪登録状況≫ 3,706人（男性）859人（女性）2,847 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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