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〈募集期間〉 令和2年4月2日（木）～4月28日（火）

かさま志民大学とは
　かさま志民大学は、人生100年時代において、市民の誰もが生涯にわたり学習
することができる機会を提供し、大学や研究機関の専門的な知識を学んだり、市
民自らが地域のために活動する力を高めたりすることを目的として開校いたしま
す。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

学長　笠間市教育委員会　教育長　今泉　寛

かさま志民大学
令和2年度  笠間市立公民館 受講生

募集

国連のS
エスディージーズ

DGs（持続可能な開発目標）

　地球上には、気候変動による異常気象や環境破壊など解決しなければならない課題があります。
　SDGsは2015年に国連で採択された持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。17の目標があり、
地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。
　わたしたち一人一人の小さな行動が、目標達成にはとても重要なことです。

かさま志民大学は、持続可能な開発目
標（SDGs）を支援しています。各講座
に目標を設定しておりますのでご参照
ください。

かさま志民大学開校式
　かさま志民大学の各講座受講生を対象に、「開校式・オープンカレッジ」を開催しますので
ご出席ください。受講生以外の方も事前申込で聴講できます。申込方法はP8をご覧ください。

10:00～10:15 開校式
10:15～11:45 オープンカレッジ
 「かさま創生とS

エスディージーズ

D G s ―持続可能な地域づくりにむけて―」
 【講師】常磐大学 学長　富田　敬子

内容

期日 令和2年5月24日（日）
会場 笠間公民館　大ホール

富田　敬子
元国連職員。
SDGsにおいては指標
の策定等に従事し、現
在も国連国際人口移動
統計専門家グループの
メンバーを務めている。
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　かさま志民大学には1自然・環境コース 2歴史・文化コース 3暮らし・健康コース 4楽しく習うコース 
5地域づくりコースがあります。
　また、無料で聴講できるオープンカレッジがあります。
　希望するコースの中の各講座にお申し込みください（複数受講も可）。

オープンカレッジとは
　大学や研究機関の高度かつ専門的な知識が学べる貴重な機会として、広く地域住民の
方に向けて開かれた公開講座のことです。事前にお申込みください。
　学ぶ楽しさを知り、更なる学びを探求していく起点となることを目的としています。

かさま志民大学

オープンカレッジ

1自然・環境コース

受講料
教材費

無料

かさま創生とS
エスディージーズ

DGs
― 持続可能な地域づくりにむけて ―

防災ゲーム（クロスロード）と災害ラボ
～防災力の再点検～

学び感じるジオパーク
～筑波山地域ジオパークの魅力とは～　　　

よみがえる笠間の中世
― 荘園・武士団・信仰 ―

内　容   SDGs（持続可能な開発目標）とは、2015年
に国連が持続可能な社会の構築のために掲げ
た行動指針です。その理念を、地域の活性化に
取り入れる地方自治体も増えています。本講座
では、SDGsの目的と特徴について理解を深
めたうえで、SDGsをどのように地方行政に
活用することが出来るのかを考え、同時に市民
の地域づくりへの参画を促します。

講　師 常磐大学　学長　富田 敬子
期　日 5/24（日）　　時　間 10:15～11：45
定　員 500名

内　容  1回　 防災ゲーム「クロスロード」震災の教訓
を活かすさまざまな考えを知ることがで
きる、優れたゲームです。

 2回　 ナダレンジャーによる、 本当はこわい自
然災害をミニチュアで再現するサイエン
スショー

講　師 茨城大学　教授　伊藤 哲司
 ナダレンジャー　納口 恭明
期　日 8/23（日）・8/29（土）
時　間 10:00～11:30　　定　員 30名
受講料 600円
教材費 なし

内　容   ジオパークは、地域の自然と歴史や文化、産業
とのつながりがわかる自然公園です。

  皆さんも筑波山地域ジオパークの魅力を知る
ことで、地域の価値を再発見してみませんか。

講　師 筑波大学大学院　生命環境系　教授　杉原 薫　ほか
期　日  6/5㈮・7/8㈬・9/15㈫・9/30㈬・11/6㈮・
 ※11/20㈮
時　間 10:00～11:30　　定　員 40名
受講料 1,800円（ワークショップでの材料費は別途負担）
教材費 移動学習に伴う詳細は別途

内　容   中世、笠間市域はどのような行政単位から成り
立っていたのか？そこにはどのような武士団
が成立し、人々はいかなる文化を営んでいたの
か？最新の研究成果に基づき、わかりやすく解
説します。

講　師 茨城大学　人文社会科学部　教授　高橋 修
期　日 8/9（日）　　時　間 10:00～11:30
定　員 200名

会場 笠間公民館

会場 笠間公民館

会場 友部公民館

会場 岩間公民館

家族の参加
大歓迎！
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2歴史・文化コース

魯山人とは何者か?
～多くの顔を持つ芸術家～

茨城の産業・歴史と社会
～地域学のススメ～

台湾を知りたいわん!
～笠間市は台湾と仲良し～

『常陸国風土記』から茨城県の
魅力を探る

～常陸国1300年の歴史～

茨城ゆかりの女性先駆者たち
～自分の道を生き抜いた女性たち～

内　容   １回　魯山人の生涯
 　　　 魯山人の生い立ちや功績について辿り

ます。
 ２回　魯山人の美学
 　　　 春風萬里荘において魯山人の美学に触れ

ます。

講　師 茨城大学　人文学部人間文化学科
 教授　藤原 貞朗
期　日  6/26・7/10　金曜日
時　間 10:00～11:30　　定　員 30名
受講料 600円
教材費 600円（入館料）

内　容   茨城県の「近代化の姿」を、産業・技術と社会
との関わりにおいて、歴史的観点から概説しま
す。過去の産業の姿を知るための証である「産
業遺産」にも注目します。

講　師 茨城大学　非常勤講師・元水戸市立博物館
 館長　玉川 里子
期　日  6/18・7/16・9/17・※10/15・11/19・
 12/17　木曜日
時　間 13:30～15:00　　定　員 30名
受講料 1,800円
教材費 移動学習に伴う詳細は別途

内　容   笠間市は台北市に交流事務所を設置し、たくさ
んの交流を行っていることを知っています
か？笠間市との交流・観光、台湾での滞在談や
簡単な日常会話、台湾茶体験（お土産付）など
台湾について学んでみませんか？

講　師 笠間市台湾インバウンド推進協議会
 副会長　柴沼 淳
 茨城女子短期大学　講師　小松崎 浩司　ほか
期　日  6/12・7/24・8/28　金曜日
時　間 9:30～11:30　　定　員 20名
受講料 900円
教材費 1,500円

内　容   歴史文献上もっとも明確で、親しみやすく茨城
県の魅力と実力を紹介しているのが『常陸国風
土記』です。茨城県のすばらしさを知るために
『常陸国風土記』から始めましょう。

講　師 かすみがうら市歴史博物館
 学芸員　千葉 隆司
期　日  6/27・7/11・7/25・8/1・※8/22
 土曜日
時　間 10:00～11:30　　定　員 40名
受講料 1,500円
教材費 移動学習に伴う詳細は別途

内　容   江戸末期から明治、大正へと激動する時代に翻
弄されながらも、たくましく自分の道を生き、
時代を変えていった、女性たちを学びます。

 黒澤止幾・山下りん・豊田芙雄・住井すゑ　ほか

講　師 茨城県立歴史館　主任研究員　長谷川 良子　
 笠間市文化財保護審議会　会長　南 秀利　
期　日  6/3・7/1・9/2・10/7・11/11・※12/16
 水曜日
時　間 9:30～11:30　　定　員 40名
受講料 1,800円
教材費 移動学習に伴う詳細は別途

会場 笠間公民館 会場 友部公民館

会場 友部公民館

会場 岩間公民館
会場 岩間公民館

※ 印は移動学習。開催時間及び費用等は後日、参加者に
お知らせします。
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3暮らし・健康コース

「第二の心臓」足へのいたわり方を学ぶ

ずっと楽しく生き抜く!
～延ばそう健康寿命～

茨城の先人「木村安兵衛」銀座木村家
～100年の歴史「あんぱん」～

音楽で学ぶこどもの発達　　　
～音楽と一緒に楽しく身につけよう～

子育てママのクッキング
～秋野菜たっぷり「キッシュ 」～

安心・安全の新食材「ライスジュレ」
～新食材が食物アレルギー対応グルテンフリー～

内　容   １回　 靴の正しい知識と足の痛みとの関係 
 　　　 靴の選び方・正しい履き方、靴が原因で

起こるトラブル
 ２回　自分の足のアーチを把握してみよう
 　　　アーチが崩れる原因、アーチを鍛える方法
 ３回　自分の歩き方を見つめなおしてみよう
 　 　　 歩き方の癖を見つける方法、歩き方を修

正する方法
講　師 理学療法士　佐川 修平・竹内 靖揮・江幡 春菜
期　日  6/25・7/16・7/30　木曜日
時　間 10:00～11:30　　定　員 30名
受講料 900円　　教材費 なし

内　容   健康寿命を延ばすためのポイントを学びます。
 1回　 生活習慣病の予防と改善の食生活、ロコ

モティブシンドローム予防等
 2回　転倒予防につながる体操体験等
 3回　歯・口の健康と全身の関わり、口の体操
講　師 常磐大学　人間科学部健康栄養学科
 准教授　須能 恵子　ほか
期　日  6/11・7/9・9/10　木曜日
時　間 9:30～11:30　　定　員 30名
受講料 900円　　教材費 なし

内　容   茨城の先人「木村安兵衛」。牛久で生まれ、1869
年「木村屋總本店」を銀座に開業。5年後には、
日本独特の「あんぱん」が発売され、人気商品。
質のよい小麦と、安全性を第一に考えた品質管
理やおいしさを追求した商品開発の取り組み
を学びます。

講　師 銀座木村家　酒種室長　八度 愼一郎 
期　日  7/12（日）
時　間 10:00～11:30　　定　員 30名
受講料 300円　　教材費 100円

内　容   基本のあいさつや着席行動、数字や文字の認識
など、こどもの発達課題を、音楽の持つ作用に
より、楽しく身につけていきます。音楽と一緒
なら、できることがたくさんあります。

講　師 茨城音楽専門学校　常勤講師　太田 裕子
期　日  6/30・7/28・9/29・10/27・12/22・
 1/26　火曜日
時　間 10:00～11:00（1月は11:30終了）
受講料 1,800円　　定　員 親子10組
教材費 なし

内　容   時短でおいしくヘルシーで栄養バランスもす
ぐれている食材を使用してのクッキングです。
育児から離れてのひと時をワイワイみんなで
楽しく過ごしましょう。

 料理が苦手な方こそ大歓迎します。※託児要予約
講　師 管理栄養士　大和 沙織
期　日  9/24（木）　　定　員 
時　間 10:00～11:30
受講料 300円
教材費 700円

内　容   添加物を使用しない安全な食べ物「米ゲル」の
新食品の啓発と、食品を使ったレシピ・試作（生
チョコレート）の紹介。　

  小麦粉の代用品としてパンやケーキ、パスタな
どに使用できます。

 ※ 「米ゲル」とは新食品素材で米を炊飯・高速
せん断撹拌してゲル状に加工したものです。

講　師 ライステクノロジーかわち㈱
期　日  6/18（木）
時　間 10:00～11:45
受講料 300円　　定　員 20名
教材費 なし会場 笠間公民館

会場 岩間公民館

楽しく習うコースとは
　豊かで充実した毎日を過ごすため、公民館で楽しい学びを体験しませんか？ 
　自分を生かし、輝いて生きるための知識やスキルの向上，生きがいづくりを目指して楽しく学習しましょう。

会場 笠間公民館

会場 笠間公民館 会場 笠間公民館

託児あり

音楽で学ぶこどもの発達　　　
2・３才児と
保護者対象

会場 友部公民館

4楽しく習うコース

16名のうち、託児は10名
（2ヶ月以上3才未満）。
定員を超えた場合は抽選。
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「緑茶」が「ほうじ茶」に変身!

椅子を使ったヨガ
～健康で若々しい生活を～

リボン刺しゅう「バラ」
～素敵な刺しゅうを～

初心者のためのスマートフォン講座
～スマホをお持ちでない方も参加できます～

ペン字レッスン!!
～コツをつかんで目指せ“美文字”～

ハンドメイド「カルトナージュ」
～アートな作品をつくろう～

初めてのつまみ細工体験
～江戸より伝わる華やかな伝統工芸～

内　容   ご家庭でもてあましているお茶が、香り高いほ
うじ茶に大変身します!茶葉を自分で焙じて、
香りと味を堪能してみませんか?茶葉の楽しい
おいしい使い方もご紹介します!

講　師 河又 恵太
期　日  9/9（水）
時　間 14:00～15:30　　定　員 20名
受講料 300円　　教材費 200円

内　容   椅子に座った状態から始めるヨガです。体への
負担が少なく、リラックスして行います。

  年齢・性別に関係なく行え、日ごろ運動してい
ない方や、シニアの方にも優しいヨガです。

講　師 ヨガ講師　伊勢山 陽子
期　日  6/9・7/14・9/8　火曜日
時　間 10:30～12:00　　定　員 20名
受講料 900円　　教材費 なし

内　容   リボンや糸を使う刺しゅうです。リボン刺しゅ
うならではのステッチもあり、立体感がありま
すので、素敵に仕上がります。今回は、小さな
壁かざりやブローチを作ります。

講　師 リボン刺しゅう講師　成田 幹子
期　日  6/2・7/7・7/21　火曜日
時　間 13:30～15:30　　定　員 20名
受講料 900円　教材費 3,200円

内　容   一人に1台教材用スマホを用意します。基礎操
作から便利なアプリの使用までを体験。

  話題のキャッシュレスや、トラブルに巻き込ま
れないための、安全対策も学習します。

 お持ちのスマホの質問は最後に受付します。

講　師 県西ICTコンソーシアム（㈱ユニゾンモバイル）
期　日  9/9㈬・9/16㈬・9/17㈭・9/23㈬・9/24㈭  
時　間 10:00～12:00　　定　員 15名
受講料 1,500円　教材費 なし

内　容   人前で、字を書くのが憂鬱…そんなあなたに!!
  自分の名前や住所など、いつも使う文字をきれ

いに書いてみませんか!
  文字の成り立ちなどの基本を学んで、美しい文

字を身につけましょう。

講　師 師範　藤田 朋美
期　日  6/2・6/16・6/23・7/7・7/21　火曜日
時　間 10:00～11:30　　定　員 15名
受講料 1,500円
教材費 200円

内　容   「カルトナージュ」とは、フランスの伝統の手
芸です。美しい布や紙を使い、リボントレイ、
ウェットティッシュケース、カードケースをつ
くる3回の講座を実施します。素敵な作品を作
りましょう。

講　師 フレンチ メゾン デコール講師　大高 明子
期　日  6/19・7/3・7/17　金曜日
時　間 13:30～15:30　　定　員 12名
受講料 900円
教材費 3,200円

内　容   つまみ細工は、小さな布を折りたたんで組み合
わせて、花や蝶などの形を作る伝統工芸です。
初めての方もぜひ体験してみませんか。

 1回　基本の剣つまみ・丸つまみを学ぶ
 2回　洋服などにも合うアクセサリーを作る

講　師 園部 敦子　ほか
期　日  9/8 ・9/15　火曜日
時　間 9:30～11:30　　定　員 20名
受講料 600円
教材費 1,400円

会場 笠間公民館

会場 友部公民館

会場 友部公民館

会場 友部公民館

会場 岩間公民館

会場 岩間公民館

会場 岩間公民館
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5地域づくりコース
地域づくりコースとは
　地域のためにできることを、一緒に挑戦してみませんか？地域の一員として、みなさんのチカラを活かして
みましょう！！
　今年のコースのテーマは「応援しよう笠間の子どもたち！」です。「子育て経験」「趣味」「特技」
「キャリア」を役立てて、学校、子どもたちとその家族のために活動してみませんか？もちろん
「子どもが大好き」「ボランティアに興味がある方」も大歓迎です！！
　みなさんふるってご参加ください。

子育て支援サポーター養成講座
地域の宝!みんなで子育て応援団

学校支援ボランティア養成講座
あなたが伝える笠間の民話

～子どもたちのために民話を学び、　　
　　　　　　　　　語ってみませんか～内　容   有償ボランティアで活動していただける子育

てサポーターを養成します。手助けを必要とし
ている子育て世代へ、地域の皆さんの知識と経
験を活かして力をお貸しください！

  笠間で子育てしやすい地域づくりを応援して
みませんか。

時　間 10:00～11:30　　定　員 20名
教材費 なし

内　容   市内の小学校・義務教育学校で行われている
郷土学習で、1年生は、「笠間の民話を知ろう」
という国語の授業があります。この授業で地
域に伝わる民話を語る、ボランティアを養成
します。

時　間 9:30～11:30　　定　員 30名
教材費 なし

会場 笠間公民館 会場 友部公民館

開催日 内　　容

6/24
（水）

「 子育て支援サポーターの活動」
  子育てを取り巻く環境と子育て支援
の必要性

「 身近な素材で子どもとできるかんた
んちぎり絵づくり」

講師   ・大成学園いなだこども園　園長
 ・和紙ちぎり絵講師　山内 栄佳

7/22
（水）

「子どもの安全・安心な見守り方を学ぶ」
  子どものけが等の応急手当・心肺蘇
生法・異物除去法

講師   笠間市救急救命士

8/26
（水）

「子どもの個性と向き合う
　～1人1人ちがってみんないい～」
「感動と癒しの読み聞かせ」

講師  ・笠間市職員
 ・オランレワジュ 知代子

9/24
（木）

「託児見学」
  笠間市ファミリーサポーターの託児
見学と体験をします。
会場 笠間公民館

協力  ファミリーサポーター

開催日 内　　容

6/26
（金）

・ 子どもたちに伝えるコツを学び、　　
スキルアップしよう!

・レパートリーを増やそう。

講師  朗読家　見澤 淑恵

7/31
（金）
・

9/25
（金）

・学校ボランティアの基本とは?
・グループで語りの練習をしよう!

講師  笠間市職員

10/23
（金）

・グループで語りの発表をしよう!

講師  朗読家　見澤 淑恵

11/27
（金）

・担当のクラスを決めよう。
・ クラスごとのプログラムを組み立て
しよう!

講師  笠間市職員

1月頃
予定

学校での活動は1月頃を予定していま
す。

2/26
（金）

活動の反省をしよう!

講師  笠間市職員

受講料

無料

2423
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陶芸コースとは
江戸時代にはじまり、伝統工芸品にも指定されている
笠間焼の作家体験をしよう！作品の形を考え、成形、
出来上がった焼き物をギャラリーに展示し、展示会を
開催しよう。笠間焼に関心を持ち、ものづくりの楽し
さを体験しよう。

総合コースとは
このコースにはたくさんの体験活動があります。人や
動物とふれあったり、伝統を学んだりしながら、身の
回りのたくさんのなぜ？をみんなと協力して解き明か
しましょう！

かさま子ども大学
かさま子ども大学とは
　市内在住・在学の小学校・義務教育学校の４年生から６年生までの児童を対象に、専門家や企業、地域の教
育資源を活用し「教科書にはない“なぜ”を学び、子どもたちの好奇心等に応え、知的な世界を開く」ことを目
的として開校します。

陶芸コース 総合コース
定員

20名

このコースにはたくさんの体験活動があります。人や

定員

30名

開催日時 授　業　内　容

6/20㈯
8:50～
16:00

いばらき子ども大学合同開校式
授業テーマ:「はやぶさ2開発チーム」のお話

集合  友部公民館（集合 8：45）
会場  ザ・ヒロサワシティ会館（水戸市）

7/4㈯
9:30～
12:00

笠間焼ってどんな???
知っていそうで知らない焼き物の歴史や特徴を
知ろう

講師  茨城県立陶芸美術館　学芸員　ほか
会場  茨城県立陶芸美術館　現地集合

7/25㈯
9:30～
12:00

芸術家への一歩!　
創造力・想像力をふくらませ造形（形）を考えよう

講師  陶芸家　生天目 響子　ほか
会場  友部公民館

8/8㈯
9:30～
12:00

粘土をこねて自分の思うままに成形し、世界で
一つだけの作品を生みだそう!
講師  陶芸家　生天目 響子　ほか
会場  まちのベンチ（友部駅前  八雲1-1-14）
 現地集合

10/3㈯
9:30～
12:00

さあ!最後の仕上げ!!
作品に絵を描いたり色を付けよう

講師  陶芸家　生天目 響子　ほか
会場  まちのベンチ 現地集合

11/21㈯
9:30～
12:00

ギャラリーで展示会を開催しよう!作品にキャプ
ションボード（説明文）をつけて展示しよう!!

講師  河又 恵太
会場   まちのベンチ 現地集合

12/12㈯
9:30～
11:30

かさま子ども大学合同閉校式
「薬育」絶対やってはいけない!間違った薬の使
い方

講師   東京薬科大学　客員教授　
 薬学博士　篠原 久仁子　
会場   岩間公民館　

開催日時 授　業　内　容

6/20㈯
8:50～
16:00

いばらき子ども大学合同開校式
授業テーマ:「はやぶさ2開発チーム」のお話
集合  友部公民館（集合 8：45）
会場  ザ・ヒロサワシティ会館（水戸市）

7/4㈯
9:30～
11:30

材料費
なし

炎のひみつ　「理科が好きになる実験」
ノーベル化学賞受賞の吉野彰さん 幼少期愛読書
『ロウソクの科学』から学ぶ
講師  海老原 丈夫
会場  岩間中学校　現地集合

8/6㈭
9:30～
14:30

給食費
400円

みんなで1日保育士さん!
～保育のお仕事を体験しよう～
講師  茨城女子短期大学　准教授　海野 富江
会場  大成学園いなだこども園　現地集合
備考  給食あり

10/17㈯
10:00～
15:30

材料費
なし

“やぎさんよろしくメエー”
ハイジやペーターの気分で体験農場（移動学習）
講師  茨城大学　農学部食生命科学科　教授　安江 健
会場  茨城大学阿見キャンパス
集合  笠間公民館

11/14㈯
9:30～
13:00

材料費
300円

郷土料理「つと豆腐」ってなに?
昔と今の豆腐のお話とつと豆腐を作って食します。
講師  茨城大学　教育学部　准教授　石島 恵美子
会場   笠間市地域交流センターともべ　トモア
 現地集合

11/28㈯
9:30～
11:30

材料費
100円

『ぐりとぐら』 絵本から学ぶ
「ふんわり甘い香り」のカステラをつくろう
講師  龍福 綾子（パティシエ）
会場   f

ファスト

ast b
ブ ル ー

lue c
カ フ ェ

afé（笠間市橋爪877-2）　
現地集合

12/12㈯
9:30～
11:30

かさま子ども大学合同閉校式
「薬育」絶対やってはいけない!間違った薬の使
い方
講師   東京薬科大学　客員教授　
 薬学博士　篠原 久仁子　
会場   岩間公民館　

※講義内容や講師等、都合により変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

対　象  市内在住・在学の小学校・義務教育学校の4年生から6年生までの児童
受講料  2,400円（1回につき300円、ただし初回のみ600円）（初回（6/20）にお支払いをお願いします。）
材料費 【陶芸コース】2,000円（7/25にお支払いをお願いします。）※総合コースはその都度徴収
その他  応募方法、その他の注意事項は、最終頁の応募要項をご確認ください。
問合せ 【陶芸コース】友部公民館　【総合コース】 笠間公民館または岩間公民館
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〈受付時間〉
午前8時30分～午後5時15分（月曜日休館）

〈応募資格〉
市内在住・在勤・在学の方

〈申込み方法〉
最寄りの公民館窓口、または次の必要事項を明
記してメール・FAX・はがきでお申し込みく
ださい。
※ FAXの場合は、送信後に必ず受信確認の電
話をお願いします。

※ 電話での受付はいたしませんのでご注意くだ
さい。

かさま志民大学講座の申込み
①受講希望講座名
②氏名（ふりがな）
③郵便番号
④住所

⑤年齢・性別
⑥電話番号
　（日中のご連絡先）

かさま子ども大学の申込み
小学校・義務教育学校4年生～6年生対象

①コース名
②氏名（ふりがな）
③郵便番号
④住所
⑤性別

⑥学校名
⑦学年
⑧保護者氏名
⑨電話番号
⑩緊急時連絡先
　（携帯電話等）

〈受講生の決定〉
定員を超えた場合は抽選となります。
結果は、5月中旬までにお申し込みの方全員に
お知らせします。

〈受講料〉
○各講座とも1回につき300円
○オープンカレッジは無料
○ 初回に各講座の受講料を一括納入していただ
きます。また、原則として納入された受講料
はお返しできませんのでご了承ください。

〈教材費等〉
○ テキスト代・教材費・移動学習などに要する
費用は、別途自己負担となります。
○ キャンセルおよび欠席については、材料費を
ご負担いただく場合がありますので、ご了承
ください。

〈その他〉
○ 天候およびその他の事情により、開催が中止、
または内容が変更になる場合があります。
○ 受講は申込者ご本人のみとさせていただきま
す。
○ 募集定員の半数に満たない講座は、開講でき
ない場合があります。
○ 広報等に講座写真を掲載する場合がありま
す。あらかじめご了承のうえお申し込みくだ
さい。

〈問合せ先〉

笠間公民館
〒309-1613  笠間市石井2068番地1 TEL 0296-72-2100
メール kasakomin@city.kasama.lg.jp FAX 0296-72-2103

友部公民館
〒309-1737 笠間市中央三丁目3番6号 TEL 0296-77-7533
メール tomokomin@city.kasama.lg.jp FAX 0296-78-3278

岩間公民館
〒319-0294 笠間市下郷5140番地 TEL 0299-45-2080
メール iwakomin@city.kasama.lg.jp FAX 0299-45-7612

※ 申し込みの際提出された個人情報は、受講生への連絡や案内書の送付など、講座運営のために必要とする
場合にのみ使用します。本人の承諾なしに第三者に提供することはありません。

〈応募期限〉令和２年４月28日（火）必着
　　　　  ※郵便の場合も応募期限日が必着です。
　　　　  ※定員に達していない講座については、随時受付けますのでお問い合わせください。

応 募 要 項


