
  

■ お知らせ 

① 県民交通災害共済の加入受付を開始します 

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 一定面積以上の土地取引は事前届出が必要です 

④ エコフロンティアかさま環境保全委員会を

  開催します 

⑤ 令和 2 年度 会計年度任用職員を募集します 

⑥ 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 

⑦ 国有林モニターを募集します 

 

 

 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑧「働き方改革・生産性向上個別企業 

  コンサルティング事業」成果事例発表会 

⑨ メディカルカフェ～みんなの相談室～ 

⑩ 霞ケ浦環境科学センター環境学習フェスタ 

⑪ イングリッシュ・スペース 

⑫ 第 13回  笠間市高齢者クラブ連合会芸能発表会 

⑬ 写生と撮影の会  作品展 

⑭友部駅前フリーマーケット 

⑮ 第 3 回「トモアまつり」 

⑯ つるし雛展 ワークショップ 

⑰ そば打ち教室 

⑱ 笠間フレンドシップインディアカ交流大会 

⑲ 我がまち探訪 かさまミュージアムバスツアー 

⑳「ごみを考える会」 視察研修 
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 ① 県民交通災害共済の加入受付を開始します 
 
 県民交通災害共済は、交通事故により怪我をした場合に、治療実日数に応じた見舞金を給付す

る制度です。市内に住民登録をしている方であれば、どなたでも加入できます。 

年会費 大人 900円、中学生以下 500円 

受付開始  2月 3日（月） 

共済期間  4月 1日（水）～令和 3年 3月 31日（火） 

     ※ 4月 1日以降に加入された場合は、受付日の翌日から共済期間となります。 

対象事故 国内の道路上において、自動車・バイク・自転車などの運行に伴う衝突、転落などの 

事故により人が死傷した場合 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申・問 市民活動課（内線 135） 笠間支所地域課（内線 72114） 岩間支所地域課（内線 73114） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 一定面積以上の土地取引は事前届出が必要です 
 
 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、土地の所有者が市内で次のような土地を有償で譲

渡しようとするときは、契約を結ぶ前に都市計画課に届け出が必要です。 

①道路や公園等の区域内または整備計画区域内の場合は 200㎡以上 

②上記以外の区域の場合は 10,000㎡以上 

※土地の面積は、一団性を有している契約 1件当たりの面積です。 

 市ホームページにも制度概要および届出様式等を掲載していますので、ご参照ください。 

問 都市計画課（内線 586） 

 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 笠間市自転車活用推進計画（案） 

案の趣旨 

サイクリングや災害時の移動手段など、日常生活における移動手段にとどまらず、自転車に対

する需要が高まっている中、つくば霞ヶ浦りんりんロードのナショナルサイクルルート指定をは

じめ、国、県においても各種の取組みが積極的に推進されています。 

 本市においても、公共交通環境や観光などの特性から、活用の促進は将来像の実現に向けて必

要なものとなっているため、本市の交通体系における自転車の位置づけを明確化するとともに、

活用を促進する笠間市自転車活用推進計画を策定するものです。 

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 1月 28日（火）～2月 17日（月） 

提出先・問 企画政策課（内線 557） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-1324 メール  info@city.kasama.lg.jp 
 

 

 

 ④ エコフロンティアかさま環境保全委員会を開催します 
 
 委員会は傍聴することができます。 

日時  3月 8日（日）午後 1時～ 

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階 多目的研修室（笠間市福田 165-1） 

内容 議題：環境モニタリング結果など 

定員 20名（先着順） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限  2 月 25日（火） 

申 （一財）茨城県環境保全事業団 ℡ 0296-70-2511 環境保全課（内線 127） 

問 （一財）茨城県環境保全事業団 ℡ 0296-70-2511 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 令和  2  年度 会計年度任用職員を募集します 
 
 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。 

＜応募・選考方法＞ 

申込期限  2 月 12日(水) 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（土日祝日を除く、図書館は月曜日を除く） 

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）に必要事項をご記入のうえ、各職種の担当課へ

     本人が直接お申し込みください。資格が必要な職種は資格証の写しを併せて提出して

     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。 

その他 職種により資格等が必要な場合がありますので、詳細については各担当課へ直接お問い

    合わせください。 

＜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（一部職種を除く） 

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 

＜募集予定一覧＞ 

職種 職務内容 勤務日数・時間 
募集 

人数 

 報酬 

（時給） 

担当課 

（申・問） 

一般事務補助 

※要運転免許 

再生協議会に係る事務 

（水田現地確認、市内訪

問、台帳システム入力、窓

口・電話対応、書類作成等） 

週4日 

午前8時30分～午後3時 

（5時間30分勤務） 

1名 923円 
 農政課 

（内線542） 

一般事務補助 

※要運転免許 

  （任期8/31まで） 

合併浄化槽補助受付事務

（現地検査、窓口･電話対

応等） 

週5日 

午前8時30分～午後5時15分 

（うち7時間勤務） 

1名 923円 
下水道課 

  （内線71111） 

子育て支援 

センター 

指導員 

※要資格 

子育て親子の交流や育児

に関する情報提供等、子育

て家庭の育児支援業務 

※岩間子育て支援センター

 ｢くりのこ｣勤務 

週2日程度（シフト制） 

午前10時～午後4時30分 

（5時間30分勤務） 

※開所日は月水木金 

（祝日・お盆・年末年始休み） 

1名 1,068円 
 子ども 

 福祉課 

（内線162） 

栄養士 

※要資格 

くるす保育所での栄養計

算、献立作成、調理業務 

月22日程度 

午前8時30分～午後5時 

（7時間30分勤務） 

1名 1,237円 

介護認定 

調査員 

※要資格 

※要運転免許 

介護保険要介護認定調査

業務（訪問調査、パソコン

での調査票作成等） 

週5日 

午前8時30分～午後5時 

（7時間30分勤務） 

1名 1,336円 

  高齢 

 福祉課 

（内線170） 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職種 職務内容 勤務日数・時間 
募集 

人数 

報酬 

（時給） 

担当課 

  （申・問） 

医療分析 

事務 

※要資格 

高齢者の保健事業と介護

予防の一体化事業に係る

業務（健康課題の地域分

析、高齢者の支援･評価、

事業の企画･調整等） 

週5日 

午前8時30分～午後5時 

（7時間30分勤務） 

        1名 

1,237円

～ 

1,313円 

保険 

年金課 

（内線141） 

菊栽培所 

作業員 

※要運転免許 

菊栽培所での菊栽培作業 

菊まつり期間中の運搬・装飾 

週5日（土日祝日勤務あり） 

午前8時30分～午後5時 

（7時間30分勤務） 

3名 988円 
 観光課 

（内線516） 

看護師 
市立病院内病児保育室で

の病児の保育･看護業務 

週5日 

午前7時30分～午後6時30分 

（うち7時間30分勤務シフト制） 

1名 1,604円 

市立病院 

℡ 0296- 

 77-0034 

外国語指導 

助手コーデ

ィネーター 

※要資格 

AET･ALTの勤務管理、指導方

法等の助言指導、英語授業

カリキュラム等の考案普

及、英語力向上プログラム

の企画実施 

週5日（年数回土日勤務あり） 

午前8時30分～午後5時15分 

（うち7時間勤務) 

1名 1,752円 
 学務課 

（内線374） 

教育支援員 

※要資格 

教育支援室「ここから」等

での学習指導、教育相談、

不登校防止のための学校･

家庭訪問、児童生徒の体験

活動支援等 

週5日または週3日 

午前8時30分～午後5時 

（7時間30分勤務） 

週5日 

   3名 
952円 

 学務課 

 指導室 

 （内線378） 週3日 

 9名 

社会教育 

指導員 

※要資格 

※要運転免許 

寺子屋事業およびチャレン

ジスタディルーム事業に関

する事務、家庭教育学級、 

生涯学習事業に関する事務 

週4日（うち1日は土曜日勤

務･シフト制） 

午前8時30分～午後4時30分 

（7時間勤務) 

4名 952円 

 生涯 

 学習課 

（内線380） 

図書館事務 

（司書チーフ） 

※要資格 

図書館サービス業務 

（スタッフの統括･指導、施

設管理、書類作成、窓口･

電話対応、資料選定･管理、

イベント企画等） 

月20日（土日祝日勤務あり） 

午前8時30分～午後7時15分 

（うち7時間30分勤務シフト制) 

6名  1,273円 

笠間図書館 

℡  0296- 

   72-5046 

 

図書館事務

（司書） 

※要資格 

図書館サービス業務 

（窓口･電話対応、資料選

定･管理、イベント企画 

運営、各種事業等） 

月10～20日（土日祝日勤務あり） 

午前8時30分～午後7時15分 

（うち7時間30分勤務シフト制) 

10名 1,068円 

図書館事務 

（事務補助） 

図書館サービス業務 

（窓口･電話対応、簡易な資

料選定･管理、イベント企画

運営補助、各種事業補助等） 

月10～20日（土日祝日勤務あり） 

午前8時30分～午後7時15分 

（うち7時間30分勤務シフト制) 

15名 923円 

図書館事務 

（障害者雇用） 

図書館サービス業務 

（窓口･電話対応、簡易な資料

選定･管理、各種事業補助等） 

月20日（土日祝日勤務あり） 

午前8時30分～午後7時15分 

 （うち7時間30分勤務シフト制) 

2名 923円 

※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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小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※子育て支援センター指導員は、保育士･幼稚園教諭･小学校教諭･中学校教諭のいずれかの有資格者 

※介護認定調査員は、ケアマネジャー･社会福祉士･介護福祉士･看護師のいずれかの有資格者 

※医療分析事務は、保健師･管理栄養士･栄養士･看護師のいずれかの有資格者 

※外国語指導助手コーディネーターは、CEFR B2程度の英語力を有しビジネス英語ができる方 

※教育支援員は、教員免許所有者･教職経験者･教育支援センター等勤務経験者 

※社会教育指導員は、社会教育主事の有資格者等のほか、論文等の提出書類がありますので事前

 に担当課へお問い合わせください。 

※図書館事務のうち障害者雇用の方は、手帳の写しを提出してください。 

問 募集全般について：秘書課（内線 552） 

 

  

 
 ⑥ 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  2月 17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 

 

  ⑦ 国有林モニターを募集します 
 

 関東森林管理局では、国有林野事業の運営などについて国民の皆さんに理解いただくととも

に、ご意見、ご要望などを聞き、国有林野の管理運営に役立てていくため、「国有林モニター」

を募集します。国有林モニターの方には、定期的にアンケートに回答いただき、年 1回の国有林

モニター会議・現地視察への出席などをお願いします。 

依頼期間  4 月から令和 4年  3月まで（2年間） 

募集人員 70名程度 

対象 県内在住の国有林野事業に関心のある 20歳以上（令和 2年 4月 1日時点）の方。国会お

   よび地方議会の議員、地方公共団体の長および常勤の国家公務員は除きます。 

申込方法 必要事項を記入のうえ郵便、FAX、ホームページにてお申し込みください。 

必要事項 (1)氏名(ふりがな) (2)性別 (3)生年月日 (4)住所 (5)電話番号 (6)職業 

     (7)国有林モニター募集を知ったきっかけ (8)国有林モニターに応募する理由 

申込期限  2 月 25日（火）（当日必着） 

申・問 関東森林管理局 国有林モニター担当係（企画調整課内） 

    〒371-8508 群馬県前橋市岩神町 4-16-25 

    ℡ 027-210-1150 FAX 027-210-1154 HP https://www.rinya.maff.go.jp 
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 ⑧ ｢働き方改革・生産性向上個別企業コンサルティング事業｣ 

  成果事例発表会 
 

 働き方改革に積極的に取り組んでいる企業トップの生の声を聞くことができます。「有給休暇

の取得率を向上させたい」「生産性向上のためにテレワークや勤怠管理の ICTシステムを導入し

たい」など、働き方改革・生産性向上を進めるためのヒントや具体的な事例を求めている企業の

皆さん、ぜひご参加ください。 

日時  2月 17日（月）午後  1時 30分～ 4時 30分 

場所 茨城県庁 9  階講堂（ 水戸市笠原町 978-6） 

定員 300名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申 (株) 三菱総合研究所「働き方改革・生産性向上個別企業コンサルティング事業」事務局 

  HP http://www.mri.co.jp/r1ibaraki-hatarakikata/ 

問 茨城県産業戦略部労働政策課 ℡ 029-301-3635 メール rosei1@pref.ibaraki.lg.jp 

 

 ⑨ メディカルカフェ～みんなの相談室～ 
 
 緩和医療について、医師のお話を聞いたり自分の思いを話したりしてみましょう。自分や家族

のこれからを考えるきっかけとしてみませんか。 

日時  3月 12日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 45分～ 

場所 地域医療センターかさま 行政棟（笠間市南友部 1966-１） 

内容 穏やかな最期のために～緩和医療について～ 

講師 笠間市立病院、保健センター、地域包括支援センター職員 

定員 20名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。 

申込期間 定員に達し次第締め切り 

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

⑥ぺージ 
2020-0123 

 
 

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） 

猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。 

 



 

 ⑪ 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  3月 3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：ジリアン・ヘーゼルさん、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  3 月 2日（月） 

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

 

 

 ⑩ 霞ケ浦環境科学センター環境学習フェスタ 
 

 当日は、県内の湖沼、河川等で環境活動や環境学習を行っている児童・生徒による環境学習発

表会のほか、霞ヶ浦の生き物フィギュアやエコキャンドル、しじみストラップ作り等の体験や霞

ヶ浦流域市町村のご当地キャラクターとの撮影会等が行われます。ぜひご来場ください。 

日時  2月 15日（土）午前 9時 30分～午後 3時 45分 

場所 茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市沖宿町 1853） 

参加費 無料 

問 茨城県霞ヶ浦環境科学センター 環境活動推進課 ℡ 029-828-0961 
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聴覚障がい者は、軽度難聴者を含めると 1500万人以上います（国立長寿医療研究センター調べ）。

手話・筆談ができる人も、聴覚障がい者も、外見では判断ができない普通の人です。お店に「手話（筆

談）でどうぞ」のマークを掛けることによって、手話通訳、要約筆記ができる人がいるという意思表

示ができます。ぜひ活用してください。手話店員などがいるお店は、お問い合わせください。 

問 （特非）ベターコミュニケーション研究会 ℡・FAX 03-3380-3324 

  メール equal@bcs33.com 

手話・筆談のできる店を増やそう！ 

 

手話マーク 

 

 

 

筆談マーク 

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。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 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、フランクフルトなどおいしいものが盛りだくさんです。アクセサリーやキ

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あり

ます。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  2月 23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 

 ⑮ 第 3回「トモアまつり」 
 
 地域交流センターともべの開館 3周年を記念して、トモアまつりを開催します。トモアで活動

する市民活動団体が活動発表、ワークショップ、寄席、作品展示・販売をします。ぜひご参加く

ださい。 

日時  2月 23日（日）午前 9時 45分～午後 5 時 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

ワークショップ参加費 生け花：800円 そば打ち：1,000 円（5人分） 布ぞうり：500円   等 

問 地域交流センターともべ        ℡ 0296-71-6637 

 

⑧ぺージ 
2020-0123 

 
 

 
｢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） 
 

 ⑫ 第 13回  笠間市高齢者クラブ連合会 芸能発表会 
 
 日頃の練習成果を会場でご覧ください。皆さんのお越しをお待ちしています。観覧は自由です。 

日時  2月 5日（水）開会：午前 9時 30分（天候により遅延、中止の場合あり） 

場所 笠間公民館  大ホール（笠間市石井 2068-1） 

演目 歌謡曲、民謡、舞踊、詩吟等 

問 高齢福祉課（内線 174） 岩間支所福祉課（内線 73172） 笠間支所福祉課（内線 72133） 

 

  

 
 ⑬ 写生と撮影の会  作品展 
 
 長瀞岩

ながとろいわ

畳
だたみ

や、宝登山神社で写生や撮影をした作品を展示します。ぜひ、ご来場ください。 

日時  2月 23日（日）～ 3月 1日（日）午前 9時～午後 4時 

   ※最終日は午後 3時まで、2月 24日（月）は休館 

場所 笠間公民館  1階  展示室（笠間市石井 2068-1） 

問 笠間市文化連盟事務局 藤岡 靖之 ℡ 0296-74-2929 

 

  

 

 「お子さんを預かってほしい方」と「お子さんを預かることができる方」がお互いに信頼関係

を築きながら地域で主体的に行う子育て援助活動です。市内にお住まいで、20歳以上の心身とも

に健康でご協力いただける方を募集します。 

問 子ども福祉課（内線 165） 笠間市ファミリーサポートセンター ℡ 0296-77-9050 

 

ファミリーサポートセンターにご協力ください 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑱ 笠間フレンドシップインディアカ交流大会 
 
インディアカとは、羽根のついた特殊なボールを手で打ち合う、誰でも楽しめるスポーツです。

プレイできる楽しさと人と出会う喜びを広げるために開催します。 

日時  3月 8日（日）受付：午前 8時 30分 開始予定：午前 9時 30分 

場所 岩間海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 

対象 市内在住または、在勤でインディアカ愛好者や初心者の方、インディアカを体験してみたい方 

参加費  1人 200円（傷害保険料含む） 

    ※事前説明会・練習会で集金します。 

申込方法 岩間海洋センターに直接、または事務局へ FAXでお申し込みください。申し込み用紙

     は岩間海洋センターに用意しています。 

申込期限  2月 27日（木） 

※ 2 月 29日（土）午後 7時 30 分から岩間海洋センター会議室で事前説明会･練習会を開催します。 

申 岩間海洋センター（笠間市押辺 2259-1） 事務局 石川 FAX 0299-45-2347 

問 事務局 石川 ℡ 0299-45-2347 

 

 ⑯ つるし雛展 ワークショップ 
 

 つるし雛展と同時にワークショップを開催します。つるし雛展は無料でご覧いただけます。 

○つるし雛展 

日時  2月 5日（水）～3月 3日（火）午前 9時 30分～午後 4時 

○ワークショップ（ねずみ作り） 

日時  2月 8日、15日、22日、29日の土曜日 午前 9時 30分～午後 3時 

場所 かさま歴史交流館井筒屋（笠間市笠間 987） 

講師 こっとんクラブ花いちもんめ 

定員 各回 10名（先着順） 

参加費 500円 

申込方法 会場で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期間  2月 5日（水）～29日（土） 

申・問 こっとんくらぶ花いちもんめ 安藤 ℡ 090-8842-0663 
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 ⑰ そば打ち教室 
 
 初心者向けに、経験豊富な講師が丁寧に指導します。5食分を作り、1食は試食、残り 4食分

は持ち帰りとなります。1日のみの参加も可能です。 

日時  2月 29日（土）、3月 1日（日）午前 9時～午後 1時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7） 

講師 坂野
さ か の

 恵造
けいぞう

さん他 3名 

定員 先着 8名/日 

参加費 1,300円/日 

持ち物 三角巾、タオル、エプロン 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限   2月 22日（土） 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 

 

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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 我がまち探訪 かさまミュージアムバスツアー 
 
 スクールバスの日中の活用策として、添乗員が同行し、市内の身近な見どころや、観光名所を

気軽に周遊できるツアーを実施します。ぜひご参加ください。 

集合時間 午前 8時 40分 解散：午後１時 30分頃 

出発日 コース 行程 

2 月 14日（金） 
E：笠間の美術を 

  楽しむコース 

発着場所：友部小学校⇒春風萬里荘⇒日動美術館⇒茨城県陶

芸美術館⇒かさま歴史交流館井筒屋（昼食：笠間いなり寿司） 

2月 27日（木） 
F：笠間の歴史 

  コース 

発着場所：岩間中学校⇒かさま歴史交流館井筒屋（笠間ふる

さと案内人による講話）⇒大石邸跡⇒西念寺⇒常陸国出雲大

社（昼食：常陸秋そば天ぷら盛合せ） 

対象 市内在住の方（市外の方の同行も可） 

定員 各コース 20名（先着順） 

   ※申込者が 10名に満たない場合は中止となります。 

   ※申込者 1名に対し同行者は 2名までお申し込みいただけます。 

参加費 2,000円（当日徴収） 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。お申し込みの際は、氏名・年齢・性別・住所・

     連絡先をお伝えください。 

申込期限 各ツアー実施日の 3営業日前まで 

※行程は道路状況・安全確保などの理由により当日変更になる場合があります。 

※動きやすい服装、靴でお越しください。また飲み物、雨具を持参してください。 

申・問 （一社）笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211（月曜日休業） 

 

 ⑳ 「ごみを考える会」視察研修 
 
 ごみを考える会では、リサイクルなどの環境問題について学習するため、工場の見学を実施し

ます。多くのみなさんの参加をお待ちしています。 

日時  2月 19日（水）集合出発：午前 8時  帰着予定：午後 5時 

集合場所 笠間市役所本所 駐車場（笠間市中央 3-2-1） 

研修先 カルビー（株）清原工場（栃木県宇都宮市清原工業団地 23-7） 

    壬生町おもちゃ博物館（栃木県下都賀郡壬生町国谷 2300） 

参加費  2,000円（昼食代等） 

定員  25名（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  2月 7日（金） 

申・問 ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028    環境保全課（内線 126） 
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