
■ お知らせ 

① 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～ 

②法律や登記等に関する無料相談会を開催します 

③ 笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場を 

  ご利用ください 

④ 友部図書館ギャラリーをご利用ください 

⑤ 家庭から出た使用済み食用油（植物油）を 

  回収しています 

⑥ 茨城県警察官を募集します 

⑦ 在宅福祉サービスの協力会員を募集します 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑧ 水戸法人会笠間地区会「新春のつどい」 

⑨ 弥生の朗読会 

 

⑩ 消費者友の会 講演会 

⑪ 謎解きイベント「めざせ!忍者への道 見習いの段」 

⑫  ｢MBSダンササイズ教室」無料体験 

⑬ 自然散策ジオハイキング 

⑭ 太極拳教室 

⑮フラダンス体験教室 

⑯ 陸上自衛隊施設学校音楽隊 第 30回 定期演奏会 

⑰ 小学生陸上教室 

⑱ 笠間クラインガルテン「味噌づくり体験」 

⑲ 笠間ふれあい大学   3 月講座のご案内 

⑳ コンセール・ムジカ 笠間演奏会 

㉑ 出会いパーティー 

㉒ 3月の地域ポイント対象事業
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 ① 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。「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）皆さんのご意見、

ご提案をお聞かせください。 
 
案件名 笠間市における今後のごみ処理体制等 

案の趣旨 

 市のごみ処理の現状は、旧 3市町の合併前の体制を継続し笠間地区と友部・岩間地区の 2体制

により処理を行っていて、処理に係る経費や手数料が異なっている状況にあります。 

 このことから、笠間市一般廃棄物処理基本計画に基づき、今後のごみ処理体制の構築および一

般廃棄物処理手数料等の課題について、外部委員を含め検討した結果を、新たなごみ処理体制等

の方向性とするものです。 

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  2月 20日（木） ～3月 10日（火） 

提出先・問 環境保全課（内線 126） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

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

 

 【回覧】  お早めに回してください 全 8ページ (A3…2 枚)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 法律や登記等に関する無料相談会を開催します 
 
 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。 

日時 内容 

 3月    9  日(月) 

 4月 13日(月) 午前 10 時～午後 3時 

（正午～午後 1時を除く） 

元大学教授（法学部） 山口
やまぐち

 康夫
や す お

さん 

 3月 17日 (火) 司法書士 奥村
おくむら

 洋史
ひ ろ し

さん 

 4 月    2 日 (木) 司法書士 西間木
に し ま ぎ

 雅子
ま さ こ

さん 

場所 地域交流センターともべ「トモア」内笠間市消費生活センター（笠間市友部駅前 1-10）  

対象 市内在住の方 

定員 各日 4名（先着順） 

申込方法 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 

 
 ③ 笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場をご利用ください 
 
 4月からの各駅前駐車場および駐輪場利用者を募集します。 

施設名 車種 料金（1か月） 申（管理窓口） 

笠間駅

北口 

自転車 1,540円 
笠間駅前観光案内所 ℡ 0296-72-1212 

受付時間：午前 9時～午後 5時 
原付 2,050円 

自動車 4,620円 

稲田 

駅前 

自転車 1,540円 
JR稲田駅 ℡ 0296-74-2300 

受付時間：午前 7時～午後 3時 
原付 2,050円 

自動車 4,320円 

福原 

駅前 
自動車 4,320円 

JR福原駅 ℡ 0296-74-2307 

受付時間：午前 7時～午後 3時 

友部駅

北口 

自転車 1,540円 笠間市役所本所 市民活動課（内線 135） 

受付時間：午前 8時 30分～午後 5時 15分（土、日、祝日を除く） 原付 2,050円 

友部駅

南口 
自転車 1,540円 

地域交流センターともべ「トモア」 TEL0296-71-6637 

受付時間：午前 9時～午後 10時（第 2･4 火曜日を除く） 

申込方法 各駐車場・駐輪場の管理窓口へお申し込みください。料金は原則として口座振替払で

     す。友部駅南口は現金のみの取り扱いとなります。 

申込期間 3月 1日（日）～満車になり次第締め切り 

問  市民活動課（内線 135） 

 
 ④ 友部図書館ギャラリーをご利用ください 
 
友部図書館ではたくさんの方の作品の発表場所と、来館者が作品を鑑賞できる機会を提供するため

ギャラリーの利用を希望する団体を追加募集します。 

日程が重複する団体がある場合には厳正なる抽選により決定します。詳細はお問い合わせください。 

対象 ・営利を目的とした展示ではないこと。 

   ・図書館が教育施設であることを考慮し、常識を逸脱しない内容の展示であること。  

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期限  3 月 5日（木） 

申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200  

 

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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 ⑥ 茨城県警察官を募集します 
 
 笠間警察署、県内各警察署、交番、駐在所で試験案内を配布しています。詳しくは、笠間警察

署または採用フリーダイヤルでお問い合わせください。 

受験資格  

○警察官 A 

 昭和 62年 4月 2日以降に生まれ、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した方、

もしくは令和 3年 3月 31 日までに卒業見込みの方または人事委員会がこれと同等と認める方。 

○警察官 B 

 昭和 62年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれ、警察官 Aの受験資格（学歴区分）に

該当しない方。 

第一次試験日 5月 10日（日） 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限 4月 10日（金）午後 5時まで 

問 笠間警察署警務課 ℡ 0296-73-0110 採用フリーダイヤル  ℡ 0120-314-058 

申 HP http://www.pref.ibaraki.jp（「茨城県警察採用案内」で検索） 

 

 ⑤ 家庭から出た使用済み食用油（植物油）を回収しています 
 
市ではみなさんの家庭でいらなくなったてんぷら油など、廃食用油（植物油）の回収を行って

います。回収した廃食用油は、専門の業者によりバイオマス燃料へと加工され、様々な施設で活

用されています。 

回収場所 環境保全課 笠間支所地域課 岩間支所地域課 

回収できる油 回収できない油 

サラダ油 

植物油 

鉱物油（エンジンオイル等） 鉱物油 

菜種油（キャノーラ油） 牛油 

動物油 コーン油 豚油（ラード） 

紅花油（サフラワー油） 魚油 

ヒマワリ油 ヤシ油 

植物油 綿実油 パーム油 

ゴマ油 ショートニング 

【廃食用油の出し方の注意】 

・回収容器（ペットボトル）は事前に内部を洗浄し、よく乾かしてください。漏れないようにキャッ

 プを閉めてお持ちください。 

・油かす等は、できる限り取り除いてください。 

・回収できる油以外の油は混ぜないでください。 

・回収容器は返却しませんので、ご注意ください。 

・期限切れ等で未開封の食用油は、そのままの容器でお持ちください。 

・回収対象は一般家庭からの廃食用油のみです。事業所（食堂含む）は専門業者にご相談ください。 

・回収できない油はお預かりしません。 

・廃食用油を凝固剤などで固めたものはお預かりできません。 

※笠間市地域ポイント制度（KapoCa
か ぽ か

）が終了のためポイントの付与期間は、3月末までとなります。 

問 環境保全課（内線 126） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

 

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 
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 ⑧ 水戸法人会笠間地区会「新春のつどい」 
 

 演芸バラエティ番組「笑点」にレギュラー出演している林家
はやしや

 三平
さんぺい

さんの落語をお楽しみいた

だけますので、ぜひご参加ください。 

日時  3月 3日（火）開場：午後 2時 30分 開演：3時  

場所 笠間稲荷神社 稲光閣（笠間市笠間 1） 

定員 先着 300名 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限  2月 28日（金） 

申・問 （ 公社 ）水戸法人会笠間地区会 ℡ 0299-45-5711 

 

 ⑩ 消費者友の会 講演会 
 
 どなたでも参加できますので、直接会場にお越しください。 

日時  3月 12日（木）午後 1時 

場所 友部公民館 2階 大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

内容 ①生命保険とセカンドライフ 講師：(公財)生命保険文化センター 職員 

   ②フードバンクについて 講師：NPO 法人 フードバンク茨城理事 田中
た な か

 健一
けんいち

さん 

参加費 無料 

問 消費者友の会 萩原 ℡ 090-9844-4122 

 

  

 

 ⑦ 在宅福祉サービスの協力会員を募集します 
 
 在宅福祉サービスは、市民の皆さんの参加と協力によって行われる有償サービスです。空いて

いる時間を活用して、あなたも協力会員として活動してみませんか 

活動内容 移送サービス：介護保険法による認定や障害者手帳などをお持ちの方でバス･タクシー 

     ･デマンドタクシーなどの利用が困難な方を病院等へ送迎。 

     在宅サービス：食事づくり、洗濯、掃除、買い物代行や通院等の付き添いなど。 

協力料金  700円/時間 

活動時間 月～金曜日（祝日、12月 28日～1月 5 日、8月 13日～16日を除く）、 

     午前 9時～午後 5時（目安として、月 10時間程度の活動です。） 

※移送サービスの協力会員を希望する方は、安全に活動するため運転講習会を受講してください。

 第二種運転免許をお持ちの方は不要です。運転講習会の詳細はお問い合わせください。 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 3月 10日（火） 

申・問 笠間市社会福祉協議会 在宅福祉サービスセンター ℡ 0296-78-3939 

 

 

 ⑨ 弥生の朗読会 
  
 大人のための朗読会です。事前の申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。 

日時  3月 3日（火）午後 1時 30分～ 

場所 地域交流センターともべ「トモア」（笠間市友部駅前１-10） 

講師 平島
ひらしま

 則子
の り こ

さん 

参加費 無料 

問 地域交流センターともべ「トモア」 ℡ 0296-71-6637 

 

 

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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 ⑫「MBSダンササイズ教室」無料体験 
 

「MBSダンササイズ」とは、Mind（思考）Body（身体）Spirit（精神）に働きかけをするエクサ

サイズです。元気で楽しい音楽に合わせて自分の体や自分の感情と相談しながら、ストレッチや

有酸素運動、ダンスを楽しみましょう。 

日時  3月 13日（金）一部：午前 10時～11時 二部：午後 7時～8時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」健康ふれあいルーム（笠間市下郷 4438-7） 

講師 飯嶋
いいじま

 和み
か ず み

さん 

定員 各部先着 20名 

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  3 月 6日（金） 

持ち物 タオル、上履き、飲み物、ヨガマット 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 
 ⑬ 自然散策ジオハイキング 
 
 健康の増進と自然に触れ合うことを目的にした「自然散策ジオハイキング」を開催します。参

加者には笠間市・桜川市・石岡市の特産品プレゼントがあります。ぜひ、ご参加ください。 

日時  3月 15日（日）午前 9時～正午 受付：午前 8時 20分～（小雨決行） 

集合場所 稲荷駐車場（笠間市笠間 1014） 

コース 稲荷駐車場→佐白山ろく公園･時鐘楼→笠間城跡→大黒石→笠間つつじ公園→大石邸跡 

    →笠間稲荷神社（解散） 

定員 60名（先着順） 

参加費 200円（当日徴収・保険代） 

申込方法  住所、氏名（ふりがな）、生年月日、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  3 月 4日（水） 

持ち物  雨具、タオル、飲み物、虫除けスプレーなど  

申・問  観光課内  笠間・吾国愛宕県立自然公園協議会事務局 （内線 517）  FAX 0296-77-1146

    メール kanko@city.kasama.lg.jp 

 ⑪ 謎解きイベント「めざせ!忍者への道 見習いの段」 
 

 図書館の本を使って問題を解いていく「謎解きイベント」です。調査力とひらめきがクリアへ

のカギになります。 

日時 3月 20日（金･祝）午前 10時～正午 

場所 市民センターいわま 2階 会議室（笠間市下郷 5140） 

対象 小学生（3年生以下は保護者同伴） 

定員 10グループ（1グループ：1～3名） 

参加費 無料 

持ち物 筆記用具 

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 2月 28日（金）～3月 15日（日）午前 9時～午後 7時 

申・問 岩間図書館 ℡ 0299-45-2082 

 

便利な身分証明書  マイナンバーカード 
取得はお早めに！          
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 ⑭ 太極拳教室 
 
 一日の始まりに太極拳を取り入れてみませんか。 

内容 わくわく太極拳教室 らくらく太極拳教室 

日時 

3月 3日～7月 28日の毎週火曜日 

午前 6時30分～7時30分 集合：6時20分 

※3月 17日・5月 5日は休み 

3月 7日～7月 25日の毎週土曜日 

午前 6時30分～7時30分 集合：6時20分 

※5月 2日は休み 

場所 

旧笠間市商工会 岩間事務所前広場 

（笠間市下郷 4439-46） 

※天候や諸事情により中止になることが 

あります。 

笠間稲荷神社絵馬殿前（笠間市笠間 1） 

※雨天時は、仲見世通り 

※駐車場はフードセンター、コンパル、 

 ほんまやをご利用ください。 

講師 楊名時八段錦太極拳 師範  藤枝
ふじえだ

 富
ふ

美子
み こ

さん 

参加費 無料 1回 200円 

持ち物 運動のできる服装、帽子、タオル、飲み物等 

申込方法 
窓口で直接または FAXでお申し込みくださ

い。申込書は窓口にあります。 
直接会場へお越し下さい。 

申・問 
笠間市商工会岩間事務所 

℡ 0299-45-5711  FAX 0299-45-2986 

笠間稲荷門前通り商店街協同組合 久野

℡ 0296-72-0202 

 
 ⑮ フラダンス体験教室 
 
 心にも体にもいいことづくめのフラダンスで楽しみながら、体力作りをしましょう。お気軽に

ご参加ください。 

日時  3月 7日、14日、21日（土）午後 1時 30分～2時 30分 

場所 永井ホール（笠間市平町 2046-1友部ミルクセンター2階） 

参加費 無料 

申込方法 メールまたは電話でお申し込みください。 

申・問 フラ・マーラプア 担当 舘 ℡ 090-3133-4600   メール michiyot801@yahoo.co.jp 

  

  

 ⑰ 小学生陸上教室 
 

 興味のある方は、説明会にご参加いただくか、ご連絡ください。  

日時  4月、5月：各月土曜日 2回、日曜日 2回日の全 8回 午前 9時～10時 30分  

場所 ケーズスタジアム水戸陸上競技場と市内緑地 

対象 市内の小学 3～6年生 

定員 10名（先着順） 

参加費 3,000円（スポーツ保険、競技場使用料） 

説明会 第 1回：3月 7日（土）午後 3時 30分～ 地域交流センターともべ「トモア」 

    第 2回：3月 14 日（土）午後 1時 30分～ 笠間公民館 

問 茨城陸上競技協会 笠間担当 木村 ℡ 090-6505-7562 

 

 ⑯ 陸上自衛隊施設学校音楽隊   第  30回   定期演奏会 
  
 入場は無料です。正午から整理券を配布します。 

日時  3月 7日（土）開場：午後 1時 開演：午後 2時 

場所 ひたちなか市文化会館 大ホール（ひたちなか市青葉町 1-1） 

問 陸上自衛隊勝田駐屯地広報班 ℡ 029-274-3211 HP http://www.mod.go.jp/gsdf/shisetsu/es-hp/ 

  

 

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。 
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 ⑲ 笠間ふれあい大学   3 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 

3月 7日（土） 

午前 10時～正午 

地域のブランド力と観光振興～おもてなしの心〜 

講師：フリーアナウンサー 石森
いしもり

 礼子
れ い こ

さん 

3月 14日（土） 
東洋の偉人を学ぼう!佐藤

さ と う

 進
すすむ

（ドクトル・サトウ） 

講師：ヨネビシ醤油社長 高和
た か わ

 剛
つよし

さん 

3月 28日（土） 
「いなり寿司」の歴史と現状～今日から明日へ～ 

講師：いな吉会&いな吉会加盟店会 ※「四木会」共催 

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。 

 

 ⑱ 笠間クラインガルテン「味噌づくり体験教室」 
 

 自分だけのオリジナルの味噌を作ってみませんか。 

日時  3月 21日（土）午前 10時 30分～午後 0時 30分 受付：午前 10時～ 

場所 笠間クラインガルテン クラブハウス（笠間市本戸 4258） 

講師 辻田
つ じ た

 雅
まさ

寛
ひろ

さん 

定員 20名（先着順） 

参加費 2,000円(1 セット：出来上がり味噌 2㎏) 

申込方法 電話または FAX、メールにてお申し込みください。 

申込期限  3月 10日（火） 

申・問 （一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438 

    メール：info@kasama-agri.jp 

 

 ⑳ コンセール・ムジカ 笠間演奏会 
 

日時  3月 14日（土）開場：午後 2時 30分 開演：午後 3時 

場所 笠間公民館 大ホール（笠間市石井 2068-1） 

参加費 大人：1,800円（前売り 1,500円）高校生：800円（前売り 500円）小中学生：無料 

    ※全席自由席です。未就学児の入場はご遠慮ください。 

チケット取扱い さくらい写真店、せらゔぃ、モルト音楽舎、あかさか、笠間クラインガルテン、

        クライナーザール、笠間ショッピングセンターポレポレシティサービスカウンター 

問 笠間市文化連盟 事務局 藤岡 ℡ 0296-74-2929 

  

 

かさめ～るにご登録ください。 
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 ㉒ 3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。  
【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 

 4日（水） 

 11日（水） 

 18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 

 
◆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

活動をしてくださ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【友部図書館・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 

☆2020.1.31現在≪登録状況≫ 3,707人（男性）858人（女性）2,849人 
 

【笠間市地域ポイント制度事業（KapoCa
か ぽ か

）の終了について】 

 今年度 6月から、新たに茨城県において本事業と類似する「いばらきヘルスケアポイント事業」

が開始されたこと等から市の支援を県事業に移行することになりました。「いばらきヘルスケア

ポイント事業」の登録につきましては、健康増進課へお問い合わせください。 

 これまで本事業にご理解ご協力いただきありがとうございました。 

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 

 

 ㉑ 出会いパーティー 
 
日時  3月 14日（土）午後 1時 30分～4時 受付：午後 1時から 

場所 ホテルベストランド（つくば市研究学園 5-8-4） 

対象 30～40歳代の独身の方（応募者多数の場合は調整させていただきます。） 

参加費 男性：4,000円 女性：2,000円（当日会場でお支払いください。無断キャンセルは、

    キャンセル料 1,000 円が発生します。） 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限  3 月 11日（水） 

※当日会場受付の際、身分証(運転免許証など)の提示をお願いします。 

申・問  NPO法人 ベル・サポート ℡ 0280-87-7085 HP http://www.bell-support.net 
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