
  

■ お知らせ 

① 空家無料相談会を開催します 

② 皆さんの意見をお聞かせください 

  ～パブリック・コメント手続き制度～ 

③ 立地適正化計画の説明会を開催します 

④ 特設無料人権相談を開設します  

⑤ 昭和 47から 53年度生まれの男性の皆さん 

  風しん抗体検査は実施しましたか? 

⑥ 切れた電線にはさわらないでください 

⑦ 令和 2年度 会計年度任用職員（一般事務補助）

  を募集します 

⑧ 生活習慣病予防健診が受診できます 

⑨ 歯周疾患検診を実施します 

⑩ いばらきヘルスケアポイント事業のお知らせです 

⑪ ｢街角コンサート｣の出演者を募集します 

⑫ 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 

■ 教養・文化・交流 他  

⑬ 茨城県歯科医学会「県民公開講座」 

⑭ お はなし処 ほっと・カフェ 

⑮ かさま消費者大学 

  ～消費生活マイスター養成講座～ 

⑯ イングリッシュ・スペース 

⑰ 第 12  回  どんと焼き・交流事業 

⑱ 婚活相談会 

⑲ 読み語りの会 

⑳ 友部駅前フリーマーケット 

㉑ 石の百年館企画展「翡翠
ひ す い

」展 
㉒ 地域交流センターいわま  

  シャンソン  &トークライブショー 

㉓ ゆかいふれあいセンター  

  キッズヒップホップ短期教室 

㉔ お花見フェス 
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 ① 空家無料相談会を開催します 
 
 空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。 

日時 令和 2年 2月 15日（土）午後 1時～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） 

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応

   じます。 

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者（管理者） 

   ※業として管理する方は対象外 

定員  6組（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 窓口に直接持参するか、郵送、FAX、メールにてお申し込みください。予約票は窓口

     配布のほか、ホームページ（「空家無料相談会」で検索）からもダウンロードできます。 

      ※予約票に写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズです。 

申込期間 12月 23日（月）～令和 2年 1月 17日（金） 

申・問  都市計画課空家政策推進室（内線 534）  FAX 0296-77-5009 

     メール akiya@city.kasama.lg.jp HP http://www.city.kasama.lg.jp 

 

【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 皆さんの意見をお聞かせください 

  ～パブリック・コメント手続き制度～ 
 
 次の案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見・ご提案をお聞かせく

ださい。「パブリック･コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を

広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制度です。実施期間中は笠間市公式ホームペー

ジ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。（市ホームページ⇒「パ

ブリック・コメント」で検索） 
 

案件名 笠間市第 2期子ども・子育て支援事業計画（案） 

案の趣旨 

本市では、第 1期子ども・子育て支援事業計画のもと、認定こども園、幼稚園、保育所（園）

などの特定教育・保育事業、就学前児童の一時預かりや地域子育て支援拠点事業、放課後児童ク

ラブ、乳児家庭全戸訪問事業などの子育て支援事業を実施しています。この第 1期計画の実績等

を踏まえ、本市の現状や課題を整理し、幼児期の教育・保育の無償化という新しい制度の下で、

子どもの成長と子育て家庭を支援する計画として、「第 2期子ども・子育て支援事業計画」を策

定します。 

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファクス、メールで提出してください（書式自由）。 

※いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 12月 26日（木）～令和 2年 1月 20日（月） 

提出先・問 子ども福祉課（内線 165） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-1146 メール  info@city.kasama.lg.jp 
 

案件名 笠間市立地適正化計画（案） 

案の趣旨 

 人口減少と少子高齢化社会の本格的な到来を迎え市街地の機能と魅力の向上を図ることが、地

域コミュニティの存続及び都市の成長、発展、持続に不可欠であることから、笠間市第 2次総合

計画において、「集める」「つなぐ」「魅力を高める」の三つの土地利用方針が示されました。こ

の方針に基づく本計画は医療、福祉、商業施設や住居等がまとまって立地し、公共交通によりア

クセス可能な「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の都市構造の実現を目指す計画であ

り、規制を設けるのではなく、居住や都市機能の緩やかな誘導を目指すものです。 

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファクス、メールで提出してください（書式自由）。 

※いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 令和 2年 1月 8日（水）～27日（月） 

提出先・問 都市計画課（内線 586） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-5009 メール  info@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。 

 

  
 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 

 

                                   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 立地適正化計画の説明会を開催します 
 
 立地適正化計画を策定するにあたり、説明会を開催します。全日同じ内容の説明となりますの

で、ご都合の良い日にご参加ください。 

日時（令和 2年） 場所 

1月 10日（金）午後 7時～ 
市役所 笠間支所 大会議室（笠間市笠間 1532） 

  1月 11日（土）午前 10時～ 

  1月 12日（日）午前 10時～ 
友部公民館 大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

1月 14日（火）午後 7時～ 

  1月 19日（日）午前 10時～ 
市役所 岩間支所 201会議室（笠間市下郷 5140） 

1月 20日（月）午後 7時～ 

問 都市計画課（内線 586） 

 

 ④ 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ご相談です。

 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。 

【弁護士相談について】 

 午後 1時から弁護士相談を行います。相談時間は 1件 30分以内です。希望される方は、午前

の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでご相談ください。 

日時 令和 2年 1月 15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） 

 ⑥ 切れた電線にはさわらないでください 
 
積雪の影響による樹木接触や倒壊などにより、電線が切れてしまう場合があります。切れて垂れ下が

っている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場

合も大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。 

問  東京電力パワーグリッド ℡ 0120-995-007 

  ※0120 番号をご利用になれない場合 ℡ 03-6375-9803（有料） 
 

 ⑤ 昭和 47から 53年度生まれの男性の皆さん 

  風しん抗体検査は実施しましたか? 
 
 市では今年の 5月に、昭和 47年 4月 2日から昭和 54年 4月 1日の間に生まれた男性を対象に、

風しんの抗体検査の無料クーポン券を送付しました。まだ検査が済んでいない方は、早めに検査

を実施していただくようお願いします。 

 風しん抗体検査を実施して抗体がない場合は、クーポン券を使用して無料で予防接種を受ける

ことになります。抗体検査の結果は、受診機関によって約 1 か月かかる場合があります。令和 2

年 3月 31日までの期間内に抗体検査および予防接種が完了するようにしてください。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
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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。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 令和  2  年度 会計年度任用職員(一般事務補助)を募集します 
 
 地方公務員法の改正に伴い、これまでの臨時・非常勤職員は会計年度任用職員に変わります。 

市では令和 2年 4月から任用する会計年度任用職員（一般事務補助）を募集しますので、希望さ

れる方は次によりお申し込みください。 

＜募集予定一覧＞ ※勤務時間は午前 8時 30分～午後 5時 15分の間で設定します。 

勤務場所 職務内容 
勤務 

日数 

1日あたりの

勤務時間 

募集 

人数 

①秘書課 広報広聴業務に係る事務 月 16日 7時間 30分 

30名 

程度 

②企画政策課 定住化促進事業に係る事務 月 19日 6時間 

③企画政策課 統計業務に係る事務 月 20日 7時間 

④総務課 郵便物の受領、発送等に係る事務 週 5日 6時間 

⑤税務課 税関係証明等の発行、賦課等に係る事務 週 5日 7時間 

⑥市民課 総合案内業務 週 5日 4～4時間45分 

⑦市民課 証明書等の発行、届出等受付に係る事務 週 5日 7時間 

⑧市民課 マイナンバーカードの受付、交付等に係る事務 週 5日 7時間 

⑨市民窓口課 

（笠間・岩間支所） 
マイナンバーカードの受付、交付等に係る事務 週 5日 7時間 

⑩社会福祉課 福祉事業に係る事務 月 20日 7時間 

⑪子ども福祉課 児童扶養手当の受給等に係る事務 月 16日 6時間 

⑫高齢福祉課 介護保険事業に係る事務 週 5日 6時間 30分 

⑬高齢福祉課 包括支援センターに係る事務(包括支援センター勤務） 週 5日 7時間 

⑭健康増進課 健診業務の受付等に係る事務 週 5日 7時間 

⑮農政課 再生協議会に係る事務 週 5日 7時間 30分 

⑯農業委員会 

  事務局 
遊休農地に係る事務 週 5日 6時間 

⑰管理課 用地管理業務に係る事務 週 5日 7時間 

⑱都市計画課 空家政策推進事業に係る事務 週 5日 7時間 

※予算状況により、勤務場所や勤務条件等、募集内容が変更となる場合があります。 

＜会計年度任用職員の勤務条件＞ 

任用期間 令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日の 1年間 

報酬額 時給 923円 

各種手当 通勤手当、時間外勤務手当、期末手当等（支給要件あり） 

福利厚生 任用期間、勤務日数に応じて年次有給休暇の付与、特別休暇制度、社会保険・雇用保

      険の適用あり 

服務等 地方公務員法による服務および分限、懲戒の規定が適用、採用後 1か月間は条件付採用 

＜応募・選考方法＞ 

申込期間 令和 2年 1月 8日(水)～21日(火)午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日祝日を除く） 

応募要件 年齢・性別は不問、地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方 

申込方法 市販の履歴書（写真を添付したもの）に希望する勤務場所（第 3希望まで）をご記入

     のうえ、秘書課人事給与グループへ、直接持参又は郵送でお申込みください（履歴書

     は返却しませんのでご了承ください）。 

選考方法 書類選考および面接等により決定します（日程については後日連絡します）。 

申・問 秘書課（内線 552）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 笠間市役所秘書課人事給与 G宛 
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 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 

令和 2年 

1月 22日（水） 

午前 9時 30分～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。 

※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 歯周疾患検診を実施します 
 
40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実施してい

ます。特に、定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。 

場所 市内の契約歯科医院（要予約） 

対象 市内に住所を有する 40歳・50歳・60歳・70歳の方 

40歳：昭和 54年 4月 1日から昭和 55年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 44年 4月 1日から昭和 45年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 34年 4月 1日から昭和 35年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 24年 4月 1日から昭和 25年 3月 31日までに生まれた方 

※受診する時点で通院（治療）中の方は、検診の対象になりません。 

検診料金 900円（自己負担） 

※検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため、受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。 

※ 契約歯科医院については、市ホームページをご覧ください。 

     40歳・50歳の方：保健センターから送付された受診券（はがき）を持参してください。 

     60歳・70歳の方：保健センターへ申し込み後、保健センターから送付される実施通知

     書（問診票）を持参してください。 

検診期限 令和 2年 3月 31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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小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 

          災害情報テレホンサービスをご利用ください 

 
 市内で発生している火災などの災害情報を、テレホンサービスにて自動音声でお知らせしています。 

24時間、365日対応していますので、ご利用ください。 

例：「こちらは笠間市消防本部です。○時○分頃、笠間市～付近で火災が発生し、消防車が出動

    しています」 

テレホンサービス番号 0296-73-0919 

問 笠間市消防本部 警防課 
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 ⑪ ｢街角コンサート｣の出演者を募集します 
 

日時（令和 2年） 場所 

2月 24日（月・祝） 

午前 11時～正午 

地域交流センターいわま「あたご」 

（笠間市下郷 4438-7） 

2月 29日（土） 
地域交流センターともべ「トモア」マルチホール 

（笠間市友部駅前 1-10） 

定員 各日 2組（応募者多数の場合は抽選） 

出演時間 1組あたり 30 分 

手当 交通費支給（ただし、上限があります） 

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 

※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。 

 （市ホームページ⇒「奏 街角コンサート」で検索） 

※申し込まれる方は、演奏サンプル（CD）を添付してください。サンプルは返却しません。 

※ 簡易な音響設備となりますので、詳しくはお問い合わせください。 

申込期限 令和 2年 1月 5日（日） 

申 地域交流センターともべ     FAX 0296-78-0012 〒309-1735 笠間市友部駅前 1-10 

問 地域交流センターともべ     ℡ 0296-71-6637 生涯学習課（内線 381） 

 

 

 

 ⑫ 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な方を対象に、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 令和 2年 1月 20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 
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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！         

 ⑩ いばらきヘルスケアポイント事業のお知らせです 
 
県が実施する「いばらきヘルスケアポイント事業」に参加されている方は、12 月 31 日（火）

までに獲得したポイントに応じて、県産品が当たる抽選に応募することができます。ポイントシ

ートで参加している方は、現在お持ちのポイントシートを健康増進課まで提出してください。 

※スマートフォンアプリ「元気アっプ!リいばらき」を利用して、事業に参加されている方は、

 アプリ上で応募についての案内が通知されます。 

申込期限 令和 2年 1月 10日（金） 

申 健康増進課(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

問 コールセンター ℡ 0570-077-122 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬茨城県歯科医学会「県民公開講座」 
 

日時 内容 

令和 2年 

3月 15日（日） 

午前 10 時 

～正午 

お口からはじまる健やかな人生 

〜歯科衛生士に命を救われた内科医からのメッセージ〜 

講師：にしだわたる糖尿病内科 院長 西田
に し だ

 亙
わたる

さん 

午後 1時 30分 

～3時 30分 

口腔ケアで幸せになれるか? −健康寿命から幸福寿命へ− 

講師：日立総合病院消化器内科 副院長 鴨志田
か も し だ

 敏郎
としろう

さん 

場所 水戸プラザホテル(水戸市千波町 2078-1) 

定員 各 100名 

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 令和 2年 1月 21日（火）午後 9時 30分～定員になり次第締め切り 

申・問 茨城県歯科医師会 ℡ 029-252-2561 

 

 ⑭ おはなし処 ほっと・カフェ 
 

 高次脳機能障害は、家族であっても理解が難しく、周囲の理解を得にくい障害です。悩みを抱

え込まず、「おはなし処 ほっと・カフェ」でホッと一息しませんか。茨城県高次脳機能障害支援

センターの協力を得て開催していますので、個別相談も可能です。お気軽にご参加ください。 

日時(令和 2年) 内容 

1月 24日（金） 午後 1時 30分 

～3時 

脳を損傷された方の健康管理 ミニ講話とフリートーク 

3月 27日（金） 次年度について ミニ講話とフリートーク 

場所 ひまわり館（笠間市鯉淵 6266-143） 

対象 高次脳機能障害のご家族や関係者など 

参加費 100円 

申込方法 電話でお申し込みください 

申・問 ひまわり館 ℡ 0296-71-3133 
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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/ 
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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） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ かさま消費者大学～消費生活マイスター養成講座～ 
 

 不当請求・架空請求や悪質な訪問販売など、高齢者をターゲットにした消費者被害が深刻化し

ています。被害に遭った高齢者は一人で抱え込むことも多く、周りにいる人たちが常に気を配り

地域で見守ることが大切です。 

「見守り、声かけ、相談につなぐ」を実践する消費生活マイスターとして活躍してみませんか。 

 日時(令和 2年) 講座内容 場所 

1 1月24日（金） 

午後 1時 30分

～3時 30分 

高齢者の消費者トラブル 

(声かけ・気づき・つなぎ) 
地域交流センターともべ 

会議室 

（笠間市友部駅前 1-10） 2 1月31日（金） 
悪徳商法の被害を学ぶ 

（被害の実体とこれまでの活動を通して） 

3 2月7日（金） 
被害回復の為の法的手続き 

（消費者裁判の現状について） 
友部公民館  

2 階 大会議室 

（笠間市中央 3-3-6） 4 2月13日（木） 
税金のしくみ 

（贈与税・相続税について） 

5 2月21日（金） 
郵便局の見守り 

まとめ 

地域交流センターともべ 

会議室 

（笠間市友部駅前 1-10） 

対象 市内在住または勤務の方（消費生活マイスターへの登録は市内在住で 18歳以上の方） 

定員 40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。 

申込期限 令和 2年 1月 20日(月) 

申・問 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） 

    ℡ 0296-77-1313 受付：月～土曜日（第 2・4火曜日を除く）午前 9時～午後 4時 

 

 ⑯ 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 2月 4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：コートニー・プールさん、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 2月 3日（月） 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 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ので、どなたでも

気軽にお越しください。 

日時 令和 2年 1月 21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 「昨夜のカレー、明日のパン」作/木皿
き ざ ら

 泉
いずみ

、「クチビル」作/佐野
さ の

 洋子
よ う こ

、「夢」作/カフカ

   「立春大吉」「ベロ出しチョンマ」作/斉藤
さいとう

 隆
りゅう

介
すけ

、「ゆき」/パネルシアター 他 

参加費 無料 

問 読み語りの会 プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954 

 

 

 ⑱ 婚活相談会 
 
 婚活に対しての悩み事などに、無料でお答えする相談会を開催します。予約者のみの相談です

ので、必ず事前に予約してください。 

日時 令和 2年１月 19日（日）午前 9時～正午 

場所 友部公民館 ミーティングルーム（笠間市中央 3-3-6） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問  (特非) 新和会 二瓶
に へ い

 ℡ 090-6536-3869 

  

 

 ⑳ 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。ピリ辛ビーフカレーやオムライス、ア

ップルパイ、焼き鳥、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。 

 無料で温かい豚汁（数量限定）を用意して皆さんのご来場をお待ちしています。 

 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。 

日時 令和 2年 1月 26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 

 ⑰ 第12  回   どんと焼き・交流事業 
 
 農村地域の伝統行事であるどんと焼きは、無病息災・五穀豊穣を祈る行事です。 

 ぜひお越しください。 

日時 令和 2年 1月 11日（土）正午～午後 4時 

   ※荒天の場合は 1月 12日（日） 

場所 岩間体験学習館（笠間市上郷 1742-1） 

内容 どんと焼き：門松、しめ縄、古いお札のお焚き上げをお受けします。金属・プラスチック

         等を取り除いてお持ちください。 

無料コーナー：地元で収穫した食材を使用した手打ちそば、餅つき、豚汁、お雑煮等 

  講演&意見交換会：講師 農業マーケティング研究所 所長 山本
やまもと

 和子
か ず こ

さん 

問 第 12回 どんと焼き・交流事業実行委員会事務局  生駒 ℡ 0299-45-4926 
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 ㉒ 地域交流センターいわま シャンソン &トークライブショー 
 

日時 令和 2年 1月 19日（日）   1部   開場 ： 午後 0時 30分 開演：午後 1時～ 

                   2  部   開場 ： 午後 2時 30分 開演：午後 3時～ 

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 4438‐7） 

出演 ボーカル：中澤
なかざわ

 敦子
あ つ こ

さん ギター：梅田
う め だ

 光雄
み つ お

さん 

定員 70名（先着順） 

入場料 1,000円 中学生以下は無料 

申込方法 電話または窓口でお申し込みください。 

申込期限 令和 2年 1月 19日（日） 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」℡ 0299-57-3357 

 

 ㉓ ゆかいふれあいセンター キッズヒップホップ短期教室 
 

 最終日はお披露目会を行います。それを目標にヒップホップダンスに挑戦しましょう。 

日時 2月１日～3月 21日までの毎週土曜日（全 8回）午前 10時 10分～11時 10分 

   ※休んだ場合の振替練習は行いません。 

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） 

講師 ヒップホップインストラクター MIKA
ミ カ

さん 

対象 小学 1～6年生 

定員 10名（先着順） 

   ※申込者が 5名未満の場合は中止 

参加費 9,780円（税込・保険料込） 

申込方法 印鑑・参加費を添えて窓口で直接お申し込みください。ご家族の申し込みに限ります。 

申込期限 令和 2年 1月 18日（土）午前 10時～定員になり次第締め切り 

持ち物 シューズ、飲み物、動きやすい服装 

申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 

 

 ㉔ お花見フェス 
 

 バンド演奏によるカラオケの出場者を募集します。 

日時 令和 2年 4月 4日（土）午前 10時～午後 4 時 

場所 大池公園（笠間市赤坂地内） 

対象 小学生以上、グループ可（応募者多数の場合は抽選） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 令和 2年 1月 15日（水） 

申・問 笠間市商工会岩間事務所 池田 ℡ 0299-45-5711 

 

 ㉑ 石の百年館企画展「翡翠
ひ す い

」展 
 
 今回は、新潟県糸魚川市産等の翡翠を展示します。ぜひご来場ください。 

日時 令和 2年 1月 15日（水）～5月 24日（日）午前 9時～午後 4時（4～9月は午後 5時まで） 

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

入館料 無料 

問 商工課（内線 510） 
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