
  

■ お知らせ 

① 市民税・県民税の申告相談を行います 

② 県下中学校交歓笠間市駅伝大会の開催に 

  伴い交通規制を行います 

③ 台風等でほ場に堆積した稲わらでお困りの方

  はご相談ください 

④ 送電線付近での農事用ビニール等の 

  舞い上がり防止にご協力ください 

⑤ 消費税軽減税率制度説明会を開催します 

⑥ 中小企業事業資金利子補給金の申請を 

  受け付けます 

⑦ 笠間市業界研究会を開催します 

⑧ いばらきシニアカードをご利用ください 

⑨ いばらきヘルスケアポイントで健康づくり

  をしましょう 

⑩ 今年度対象のみなさん高齢者肺炎球菌の 

  予防接種は実施しましたか 

⑪ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑫ 公立保育所の保育士(会計年度任用職員) 

  を募集します 

 

⑬ 予備自衛官補を募集します 

⑭ インターネットトラブルに注意してください 

⑮ 65歳以上の方は笠間日動美術館・春風萬里荘

  の入館料が無料になります 
 

■ 教養・文化・交流 他 

⑯ 難聴相談会 

⑰ 認知症フォーラム in水戸 

⑱ 翡翠展開催記念ワークショップ 勾玉を作ろう 

⑲ バレンタイン企画 親子で料理教室 

⑳ 第 20回 かさまの陶雛「桃宴」 

㉑ 桃宴ワークショップ 

㉒ まち歩きゲーム「カサマフォトミッション」 

  inギャラリーロード 

㉓ 初心者陶芸教室 

㉔ ｢かさま環境を考える会｣視察研修会 

㉕ 筑波山地域ジオパークを巡る酒蔵ツーリズムin笠間 

㉖ 笠間ふれあい大学 2 月講座のご案内 
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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) 

 

 ① 市民税・県民税の申告相談を行います 
 
令和 2年度の市・県民税の申告相談を 2月 17日（月）～3月 16 日（月）までの期間(令和元年

分確定申告も同期間)に市役所本所で行います。 

これは令和元年中に得た収入を申告していただくもので、この内容が令和 2年度の市・県民税

や国民健康保険税などの算定基礎となります。 

市役所での申告は、ご希望の申告日時を専用ホームページと専用ダイヤルで受け付けする「事

前予約制」となっています。初めて申告される方は、新規予約手続を行ってください。 

 また、昨年度市役所で申告された方には、昨年度の申告内容によりお知らせはがきを 1月 20

日頃に発送しますので、指定日時でご都合の悪い方は、日時の変更手続を行ってください。 

予約専用ダイヤルの受付初日は電話が混雑しやすいため、日をあけてお申し込みください。 

 詳細は、12月下旬に全戸配布しました「令和2年度市民税・県民税申告パンフレット」をご確

認ください。  

問 税務課（内線 113） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 県下中学校交歓笠間市駅伝大会の開催に伴い交通規制を行います 
 
笠間芸術の森公園をメイン会場として第 57 回県下中学校交歓笠間市駅伝大会を開催します。

大会開催にともない、下図のとおり交通規制（全面通行止め）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。 

日時  1月 19日（日）（予備日：26日（日）） 

   開会式：午前 8時 20分 スタート：女子の部 午前 9時、男子の部 午前 10時 30 分 

走路 笠間芸術の森公園の外周一帯（ギャラリーロード、馬廻地域ほか） 

   スタート・ゴール：笠間芸術の森公園イベント広場 

交通規制時間 午前 9時～正午 

問 スポーツ振興課（内線 392） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ④ 送電線付近での農事用ビニール等の舞い上がり防止にご協力ください 
 
 近年、送電線に農事用ビニール等が付着する事故が発生しています。風のある日は今一度、農

事用ビニール等の状態を点検するなど、舞い上がり防止にご協力ください。 

 また、農事用ビニール等が舞い上がり、送電線に付着してしまった場合は、東京電力パワーグ

リッド（株）カスタマーセンターへご連絡ください。 

問 東京電力パワーグリッド（株）カスタマーセンター ℡ 0120-995-007 

 ③ 台風等でほ場に堆積した稲わらでお困りの方はご相談ください 
 
 台風等の影響により、他のほ場から流入・堆積した稲わらでお困りの方は 1月 31日（金）まで

にご相談ください。 

問 農政課（内線 528） 常陸農業協同組合笠間営農経済センター ℡ 0296-74-4700 

  土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0530 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 消費税軽減税率制度説明会を開催します 
 

 予約は不要です。ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。 

日時  1月 27日（月）・2月 27日（木）・3月 23日（月） 

   午前 9時 30分～10時 30分・午前 11時～正午・午後 1時 30分～2時 30分・午後 3時～4時 

場所 関東信越厚生局 茨城事務所 2階共用大会議室（水戸市北見町１-11） 

対象 事業者 

定員 40名程度（先着順） 

参加費 無料 

問 水戸税務署 法人課税第一部門 ℡ 029-231-4203 

 

 ⑥ 中小企業事業資金利子補給金の申請を受け付けます 
 
 市では、笠間市融資制度（自治金融・振興金融）を利用している事業者に対して、支払利子の一

部を補給金として交付します。対象の方には、1月下旬に通知を発送しますので申請してください。 

日時 場所 

2月    5日（水） 

午前 9時 

～午後 5時 

市民センターいわま 1階ロビー（笠間市下郷 5140） 

2月    6日（木） 市役所本所 1階 商工課（笠間市中央 3-2-1） 

2月    7日（金） 市役所笠間支所 2階 大会議室（笠間市笠間 1532） 

2月 26日（水） 

市役所本所 1階 商工課（笠間市中央 3-2-1） 2月 27日（木） 

2月 28日（金） 

必要書類 利子補給金交付申請書、2月発行の納税証明書（未納のない証明） 

※対象でない方、また対象者の方であっても申請がない場合や市税に未納がある場合などには、

利子補給金は交付できません。 

※最近 1カ月の間に納付した市税がある場合は「領収書や通帳記帳面の写し等」を持参のうえ、

納税証明書（未納のない証明）を申請してください。 

※3月 2日（月）以降は、いかなる理由でも利子補給金の交付申請は受け付けできませんのでご

 了承ください。 

問 商工課（内線 511） 

 ⑦ 笠間市業界研究会を開催します 
 

 市では、業界研究会を開催します。この機会にぜひご参加ください。参加は無料です。 

日時  2月 14日（金）午後 1時 30分～4時 受付：午後 1時 

場所 地域交流センターともべ       （笠間市友部駅前 1-10） 

対象 県内の高校、大学、短大、専修学校等の生徒（全学年）、保護者、進路指導担当者、一般

   求職者 

内容 企業概要の紹介、企業ごとのブースで訪問した生徒等に対して企業説明、質疑応答 

申込方法 高校生は進路指導担当者から「笠間市業界研究会出席報告書」により FAX、またはメ

     ールでお申し込みください。大学等の生徒、保護者、一般求職者については当日受け

     付けとします。 

申込期限 高校生のみ 1月 31日（金） 

申・問 (株)セキショウキャリアプラス ℡ 029-860-5080 FAX 029-855-5180 

    メール info01@sekisho-career.co.jp 
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 ⑨ いばらきヘルスケアポイントで健康づくりをしましょう 
 
 県は、健康づくり活動の推進のためスマートフォンアプリ「元気アっプ!リいばらき」で、ウ

ォーキングや健診、健康イベント等の健康活動にポイントを付与し、景品・サービスと交換でき

る「いばらきヘルスケアポイント事業」を実施しています。 

 アプリは QRコードよりダウンロードしてください。また、スマートフォンをお持ちでない方は、

健康増進課で配布しているポイントシートで参加できます。 

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 

 

 ⑩ 今年度対象のみなさん 高齢者肺炎球菌の予防接種は実施しましたか 
 
市では 4月に、今年度中に 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる方

で、過去に肺炎球菌ワクチン（23価）を接種したことのない方を対象に「高齢者肺炎球菌予防接

種のお知らせ（サーモンピンク色）」をハガキで個別通知しました。 

今年度対象の方の接種期限は令和 2年 3月 31日までですので、接種を希望される方はお早め

に接種してください。 

市内医療機関で接種される方：ハガキを持参し、直接医療機関にお申し込みください。 

市外医療機関で接種される方：事前に保健センターへ予診票を申請してください。 

ハガキを紛失してしまった方には再発行しますので、保健センターまでご連絡ください。 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 〒309-1734 笠間市南友部 1966-1 

 

 ⑪ 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  1月 30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  

     ・廃棄物の受入 

   (3)今後の監視活動計画(案) 

申・問 環境保全課（内線 127） 

 

   

 

 ⑧ いばらきシニアカードをご利用ください 
 
 協賛店舗でいばらきシニアカードを提示することにより、割引やポイント加算等の優遇の特典

が受けられる制度です。 

対象 県内在住の 65歳以上の方 

申込方法 本人または同居のご家族が運転免許証、健康保険証、介護保険証などを持参のうえ、 

     窓口でお申し込みください。 

申 高齢福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課 

問 配付について：高齢福祉課（内線 174） 

  制度について：茨城県長寿福祉推進課 ℡ 029-301-3326 HP https://senior.pref.ibaraki.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 
ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。  



 

 ⑬ 予備自衛官補を募集します 
 

          種目 

 

募集要項 

予備自衛官補(第 1回) 

一般公募 
技能公募 

（予備自衛官補・海上予備自衛官補） 

受付期限 4月 10日(金)必着 

受験資格 

日本国籍を有する者 

18歳以上 34歳未満の者 
18歳以上で、保有する国家免許資格等に応じ

53歳未満から 55歳未満までの者 

※年齢計算期日：令和 2年 7月 1日現在 

採用試験 4月 18日（土）～22日（水）の間の指定する 1日 

入隊 ・入校時期 教育開始時期：令和 2年 7月以降 

身分 非常勤の特別職国家公務員 

給料等 

初任給等 教育訓練招集手当：日額 7,900円（教育訓練招集旅費支給あり） 

衣食住 教育訓練招集期間は、無料で支給または無償貸与されます。 

その他 

・教育訓練日数 

 一般公募：50日/3年以内 

 技能公募：10日/2年以内 

・予備自衛官補は階級を指定されません。 

・ 所定の教育訓練を修了した翌日に一般公募は陸上予備自衛官として任用

 され、2等陸士の階級を指定されます。 

・ 技能公募は保有する技能および知識に対応する階級を指定されます。 

申・問  総務課（内線 208） 

    自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

    メール  hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp  HP  http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/ 

      ※自衛官候補生通年募集中 

 

 

 

 ⑫ 公立保育所の保育士(会計年度任用職員)を募集します 
 
勤務場所 公立保育所（くるす保育所・ともべ保育所） 

雇用期間 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日 
勤務時間 午前 7時 30分～午後 7時 15分のうち 7時間 30分以内（シフト制） 

     月あたりの勤務日数 20日（勤務時間は相談のうえ決定します。） 

募集人数 5名程度 

賃金 1,103円/時間 

資格等 保育士資格 

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 

申込方法 市販の履歴書（写真貼付）と保育士証の写しを本人が直接持参してください。履歴書

     等は返却しませんので、ご了承ください。 

申込期限 2月 4日（火） 

申・問 子ども福祉課（内線 162） 

※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。 
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 ⑭ インターネットトラブルに注意してください 
 
 インターネットに係るトラブルが後を絶ちません。利用の多い若者のみなさんは十分注意して

ください。困ったときは一人で悩まずご相談ください。  

○身に覚えのない請求は無視をしましょう。 

メール等で身に覚えのない料金請求が来ることがあります。あわてて返信したり、電話で連絡

したりすることは絶対にやめましょう。 

○SNSで個人情報を入力しないようにしましょう。 

インターネットに一度出てしまった情報は、完全に削除することはできません。さまざまなト

ラブルに巻き込まれる恐れがあるので注意が必要です。 

○インターネットショッピングは慎重にしましょう。 

「初回 500 円」に惹かれ購入したところ定期購入だった、などのトラブルが急増しています。

購入条件をしっかり読んで検討しましょう。 

○IDやパスワードを教えないようにしましょう。 

ゲームやSNSでID等を聞かれても他人に教えないようにしましょう。悪用される恐れがあります。 

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 

  消費者ホットライン：188(イヤヤ) 

  ※お住まいの近くにある消費生活センターにつながります。 

 

 ⑮ 65歳以上の方は笠間日動美術館・春風萬里荘の入館料が 

  無料になります 
 
 文化振興の一環として、優れた芸術作品を鑑賞できる高齢者芸術鑑賞事業を実施しています。

自然豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、芸術に触れてみてはいかがですか。 

期間 3月 31日（火）まで 

   ※月曜日休館（祝日の場合は開館しその翌日が休館） 

開館時間 午前 9時 30分～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで） 

会場 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4） 春風萬里荘(笠間市下市毛･芸術の村) 

対象 市内に在住の 65歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで 

   ※自己申告とし、免許証、マイナンバーカード、保険証等を提示してください。 

○笠間日動美術館イベント 

3月   8日（日）まで：名品･珍品･お宝展、写真公募展 2020   【わたしの｢たからもの｣はこれ!】 

1月 18日（土）、2月 8 日（土）、29日（土）午後 2時～：ギャラリー・トーク 

1月 26日（日）午後 2時～：美術館で楽しむボランティア朗読会 

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 春風萬里荘 ℡ 0296-72-0958 生涯学習課（内線 382） 
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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！          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 難聴相談会 
 

 「聞こえ」の悩みについて何かヒントがあるかも知れません。ご家族も一緒に考えてみませんか。 

日時 場所 

1月 26 日（日） 
午後 1時 30分 

～3時 30分 

美野里公民館（小美玉市堅倉 835） 

2月   9日（日） 茨城町役場 駒場庁舎 講座室（東茨城郡茨城町駒場 450） 

3月   8日（日） 東海村中央公民館 会議室（那珂郡東海村船場 768-15） 

参加費 無料 

申込方法 メールまたは FAXでお申し込みください。 

申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター  やすらぎ ℡ 029-248-0029 

    FAX 029-247-1369 メール info@center-yasuragi.or.jp 

 

 

 

  

 

 ⑰ 認知症フォーラム in水戸 
 

 お申し込みは不要でどなたでもご参加いただけます。 

日時 2月 2日（日）午後 1時 30分～3時 開場：1時 

場所 茨城県メディカルセンター 1階研修講堂 

内容 基調講演：手術で治る認知症とは?～その特徴と治療方法～ 

   講師：水戸ブレインハートセンター 院長 畑山
はたやま

 徹
とおる

さん 

   特別講演:認知症と高齢者てんかん～今できるかぎりのこと～ 

   講師：大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座 診療教授 吉岩
よしいわ

 あおいさん 

問 エーザイ（株）海老原 ℡ 090-7003-2302 

 

  ⑱ 翡翠展開催記念ワークショップ  勾玉を作ろう 
 
 お子さんでも作成できる柔らかい天然石を使いますので、ぜひご参加ください。  

日時 2月 29日(土)午前 10時～正午 午後 1時 30分～3時 30分  

場所 石の百年館（笠間市稲田 2307） 

定員 各回 10名（先着順） 

講師 筑波山地域ジオパーク推進協議会 堤
つつみ

 徳郎
の り お

さん 

対象 小学 1～6年生（1・2年生は保護者の同伴が必要です） 

参加費 無料 

申込方法 電話、またはいばらき電子申請・届出サービスからお申し込みください。 

申込期限 2月 19日（水） 

申・問 商工課（内線 510）  
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いばらき電子申請・届出サービス 

令和   2  年  1  月  9  日  第  1‐28  号 

 ⑲ バレンタイン企画  親子で料理教室 
 
日時  2月 9日（日）午後 2時 30分～4時 

場所 フジフーズ（株）水戸工場（笠間市押辺 2741-8） 

講師 大貫
おおぬき

 恵美子
え み こ

さん 

内容 バレンタインデーのチョコレート菓子作り 

対象  3歳～12歳のお子さんと保護者 

定員 12名（定員になり次第締め切り） 

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 1月 26日（日） 

申・問 フジフーズ（株）水戸工場 ℡ 0299-37-6400  

 

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 第 20回 かさまの陶雛「桃宴」 
 
 見て、作って、食べて楽しめる、かさまの陶雛「桃宴」へぜひお出かけください。 

日時  1月 22日（水）～3月 1日（日） 

場所 やまさき陶苑、丹野陶房、原陶工房、ギャラリーかっぱ、きらら館、アトリエフラスカ、

   笠間工芸の丘、お茶と陶器 涼、ギャラリー桜、製陶ふくだ、大津晃窯、ドロップイン、 

   ほんまや、くるみ稲荷ずし 二ツ木、岡井商店&八百屋カフェ okai、庭カフェ KULA、エコ 

   ファーム星山、手打ちそば柏屋、カフェナナイロ、CAFÉ きものレンタル千成屋 笠間店、

   本間商事、春風萬里荘、季節料理 前ざき、とんかつ水龍、森の café さりょう、丘のギャ

   ラリー&カフェ 風音、JA常陸みどりの風、JA常陸めばえ、JA常陸土からのたより、名品

   の店ますや 

※詳細は、市ホームページに掲載しています（市ホームページトップで「桃宴」と検索） 

問 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 

 

 ㉑ 桃宴ワークショップ 
 
 かさまの陶雛「桃宴」は今年で 20 回を迎えます。ワークショップのほか、新たな企画も用意し

て皆さんの参加をお待ちしています。 

○笠間焼お雛様制作：インストラクターの指導を受けて笠間焼陶雛を作成します。 

日時 1月 15日（水）～3月1日（日）毎日開催 

場所 大津晃窯（笠間市手越 68） 製陶ふくだ（笠間市下市毛 754） 

参加費 2,000円 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 大津晃窯 ℡ 0296-72-4323 製陶ふくだ ℡ 0296-72-0670 
 

○お雛様のパステル画教室：お雛様をモチーフに素敵なパステル画を描きます。 

日時 2月 11日（火）午後 2時～4時 

場所 ドロップイン（笠間市笠間 2518-6） 

参加費 3,200円（ケーキ･コーヒー付き） 

申込期限 2月 3日（月） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 ドロップイン ℡ 0296-72-0250 
 

○お雛様ペインティング：苔を使ったお雛様にペインティングします。 

日時 2月 23日（日）午前 11時～正午 

場所 やまさき陶苑（笠間市笠間 2192-21） 

参加費 1,600 円 

定員 10 名 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申・問 やまさき陶苑 ℡ 0296-72-6865 

 

⑧ぺージ 
2020-0109 

 
 

 

防災行政無線が聞き取れない場合にご利用ください。 
防災行政無線フリーダイヤル  ℡ 0120-996-131 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉒ まち歩きゲーム「カサマフォトミッション」in  ギャラリーロード  
「カサマフォトミッション」は、地図を頼りにフォトスポットを周り、得点を集めるゲームです。

2回目の今回は「かさまの陶雛～桃宴～」開催中のギャラリーロード付近を中心に歩きます。笠間

の新たな魅力を探してみませんか。どなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。 

日時  2月 8日（土）午前 10時～午後 0時 30 分 受付：午前 9時 40分 

場所 まちの駅笠間宿 幸せの黄色い広場（笠間市笠間 2247-1） 

定員  20組：1組 1～5名、小学 3年生以下は保護者同伴（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 300円/名（保険含む・特典付き、当日徴収） 

持ち物 ペン、携帯電話かデジタルカメラ、歩きやすい服装、飲み物 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 1月 31日（金） 

申・問 （特非）グラウンドワーク笠間 塙
はなわ

 茂
しげる

 ℡ 0296-71-8077 
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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） 

令和   2  年  1  月  9  日  第  1‐28  号 

 ㉓ 初心者陶芸教室 
 
日時 2月 16日（日）午前 10時～正午 

場所 地域交流センターいわま「あたご」会議室（笠間市下郷 4438-7） 

内容 手ひねりとロクロを使った品物を 1品ずつ作成 

講師 製陶ふくだ 福田
ふ く だ

 勝之
かつゆき

さん 

定員 10名（先着順） 

参加費 3,000円（材料費込） 

持ち物 タオル、エプロン、飲み物など 

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 2月 9日（日） 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

 ㉔ 「かさま環境を考える会」視察研修会 
 

 最先端の土木技術を駆使し建設された世界最大級の地下放水路である首都圏外郭放水路や、治

水に取り組んできた歴史などを博物館で学びます。 

日時  2月 18日（火）集合：午前 8時 15分 出発：午前 8時 30分 帰着予定：午後 5時 15分 

場所 集合場所：市民センターいわま 正面駐車場（笠間市下郷 5140） 

   研修先①：首都圏外郭放水路（埼玉県春日部市上金崎 720） 

   研修先②：千葉県立関宿城
せきやどじょう

博物館（千葉県野田市関宿三軒家 143-4） 

対象 階段約 100段を自力で歩行できる小学生以上の方 

定員 35名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 2,000円（見学代、弁当代、高速道路代等） 

    ※関宿城博物館で昼食（お弁当）となります。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 2月 3日（月） 

持ち物 飲み物、歩きやすく滑りにくい靴（運動靴など）、防寒着 

申・問 環境保全課（内線 125） 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉖ 笠間ふれあい大学   2 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 

2月 1日（土） 
午前 10時 30分 

～午後 4時 

笠間観光の将来を考える夢追い繋ぎ人からの提案と懇談会 

対談：東洋大学 青木
あ お き

 辰司
し ん じ

さんと笠間市市長 山口
やまぐち

 伸樹
しんじゅ

さん 

2月 15日（土） 
午前 10時 

～正午 

「人生いつでも これから、これから」 

講師：上加賀田山腹「ポツンと一軒屋」の工房主 笹嶋
ささじま

 武
たけし

さん 

2月 29日（土） 
セカンドライフの輝き方 

講師：佐白山のとうふ屋 創業者 河原井
か わ ら い

 信一
しんいち

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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【回覧】 次号は 1月  16 日  発行 第  1 - 29 号 

 ㉕ 筑波山地域ジオパークを巡る酒蔵ツーリズム in笠間 
 

 大地の恵みを感じ、この地域の自然･歴史と人々の暮らしを見つめ直すことを目的としたシン

ポジウムを開催します。 

日時 2月 15日（土）午後 2時～5時 30分 受付：午後 1時 30分 

   意見交換会：午後 5時 45分（地酒や地元食材料理の提供など） 

場所 地域交流センターともべ       （笠間市友部駅前 1-10） 

講師 筑波大学教授 久田
ひ さ だ

 健
けん

一郎
いちろう

さん ほか 

対象 どなたでも参加可。意見交換会で飲酒される方は 20歳以上の方 

定員 100名 

参加費 無料（意見交換会は参加費 3,000円） 

申込方法 住所、氏名（ふりがな）、生年月日、日中連絡の取れる電話番号を記入して、FAX、 

     メールまたは電話でお申し込みください。 

申込期限 2月 7日（金） 

     ※定員に満たない場合は当日でも受け付けします。 

申・問 筑波山地域ジオパーク推進協議会事務局 観光課内（内線 516）   

     FAX 0296-77-1146 メール geo001@city.kasama.lg.jp 

 

 


