
■お知らせ

①接触確認システム｢いばらきアマビエちゃん｣

と｢COCOA｣をご利用ください

②有害鳥獣捕獲を実施します

③アイヌの方々からのご相談をお受けします

④特設無料人権相談を開設します

⑤実用英語技能検定の受験費用の一部

を助成します

⑥学校給食用野菜などの生産者を募集します

⑦笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場をご利用ください

⑧医療機関での胃内視鏡検診を実施しています

⑨エコフロンティアかさま監視委員会は

毎月開催しています

⑩飯田ダムの役割をご存じですか

⑪公用車の公売に参加しませんか

⑫シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

を開催します

⑬シルバー人材センター店舗補助スタッフの

講習会を開催します

⑭市内飲食店が販売するテイクアウト商品を

宅配します

■教養・文化・交流 他

⑮ママ・リフレッシュ ～シェイプアップヨガ～

⑯第66回 自然観察会

⑰読み語りの会

⑱石の百年館企画展｢ストーングッズ｣展

⑲地域交流センターいわま｢あたご」

イベントのご案内

⑳笠間ふれあい大学 9月講座のご案内

㉑かさま志民講座

㉒これからの公共施設について

第3回 -公共施設等適正配置計画
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〇メール通知システム「いばらきアマビエちゃん」（県独自システム）

新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、その感染者と同じ日に施設を利用した方にメー

ルでお知らせします。

事業者の方は、システムへの登録と感染防止対策宣誓書の掲示をお願いします。

市民の皆さんは、お出かけの際に各店舗での登録をお願いします。

〇接触確認アプリ「COCOA」（厚生労働省推奨アプリ）

新型コロナウイルス感染者と 1メートル以内、15分以上接触した可能性がある場合、通知を受

け取れるスマートフォンアプリです。アプリ利用者間での接触の場合に有効になるアプリですの

で、より多くの登録をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 接触確認システム｢いばらきアマビエちゃん｣と ｢COCOA」

をご利用ください

事業者登録フォーム

【回覧】お早めに回してください 全 12 ページ(A3…3 枚)



毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。

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

守しますので、お気軽にご相談ください。

【弁護士相談について】

午後 1時から弁護士も相談を行います。相談時間は 1件 30 分以内です。相談される方は、午

前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでお願いします。

日時 9 月 16 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）

※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで実施します。

④ 特設無料人権相談を開設します

公益財団法人 人権教育啓発推進センターでは、アイヌの方々からのさまざまな相談をお受け

するフリーダイヤルを開設しています。お気軽にご相談ください。

相談専門フリーダイヤル 0120-771-208

開設日時 月曜日～金曜日(祝日、12月 29 日～1月 3日を除く) 午前 9時～午後 5時

〇相談は無料です。

〇匿名でもかまいません。

〇秘密は厳守します。

問 (公財)人権教育啓発推進センター 東京都港区芝大門 2-10-12 KDX 芝大門ビル 4階

URL http://www.jinken.or.jp/

③ アイヌの方々からのご相談をお受けします

農作物への被害を防止するため、笠間市鳥獣被害対策実施隊と、城里町鳥獣被害対策実施隊

による有害鳥獣捕獲を実施します。

実施期間 8 月 22 日（土)～9月 20 日（日）日の出～日没

実施区域 笠間市内全域

捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン

捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲

銃器によるイノシシ捕獲を実施する区域には、当日広報車でお知らせします。

※イノシシの地域捕獲団体については、各地域において箱わなによる捕獲を実施しています。

※わなが仕掛けてある周辺には、次の看板が設置されています。

問 農政課(内線 526）

② 有害鳥獣捕獲を実施します

この周辺に

イノシシを捕まえるための

わな があります。

笠間市鳥獣被害対策実施隊・笠間市

注 意
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



市内在住で、市外の小中義務教育学校等に通学する小学生と中学生を対象に、実用英語技能検

定受験費用の一部を助成しています。

日時 10 月 11 日（日） 準 2級･4 級：午前 10 時～ 2級･3 級･5 級：午後 2時～

場所 笠間市立友部第二小学校(笠間市平町 1718-93）

対象 市内在住で、市外の小中学校等に通学する小学 5年生～中学 3年生

自己負担額 小学生は 5級以上 900 円。中学 1年生は 4級以上、中学 2、3年生は 3級以上 1,20

0 円。検定料から自己負担額を差し引いた額を、同一年度 1回のみ助成。

【検定料】5級：2,000 円、4級：2,600 円、3級：3,900 円、準 2級：4,900 円、2級：5,500 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。申請書と専用封筒は備え付けてありますので、検

定料を添えて提出してください。

申込期限 9 月 10 日（木）午後 4時まで

申・問 学務課(内線 379）

⑤ 実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します

市では、学校給食に少しでも多くの地場農産物を使用することを心掛けています。

つきましては、学校給食に地場農産物を納品していただける方を募集します。

まずは、次までお問い合わせください。

応募資格 市内で生産している農家の方

品目 市内で生産された農産物(お米は除く）

問 おいしい給食推進室(笠間学校給食センター内） ℡ 0296-72-1500

⑥ 学校給食用野菜などの生産者を募集します

各駅前駐車場および駐輪場利用者を募集します。満車になり次第締め切ります。

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。

問 市民活動課(内線 135）

⑦ 笠間市営駅前有料駐車場・駐輪場をご利用ください

施設名 料金/月 申（管理窓口）

笠間駅北口
自転車：1,540 円 原付：2,050 円

自動車：4,620 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

稲田駅前
自転車：1,540 円 原付：2,050 円

自動車：4,320 円

JR 稲田駅 ℡ 0296-74-2300

受付時間：午前 7時～午後 3時

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

原付：2,050 円

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・祝日除く）

令和2年8月 20 日 第 2‐14号
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新型コロナウイルス感染症に関する電話相談窓口

厚生労働省 ℡ 0120-565653 9 時～21 時(土日・祝日も実施）

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(土日・祝日も実施）

中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）



集団検診で実施する｢胃部 X線(バリウム法)検査｣に加えて、７月から｢胃内視鏡検査(医療機関

検診)｣を実施しています。実施期間が限られていますのでお早めにお申し込みください。

実施期間 7 月 1日（水)～11 月 30 日（月）

受診券有効期間 発行日より 2ヵ月間

受診方法 1.医療機関で｢問診｣を受けたうえで、｢検診｣の予約をいれてください。

2.予約が入ったら｢受診券｣を保健センターから受け取ります。(郵送可）

※郵送の場合、お手元に届くまでに約 1週間程度かかります。

3.受診券と個人負担金、健康保険証を持参して受診してください。

対象 50 歳以上(2 年に 1回）

〇現在、食道・胃(ピロリ菌除菌中の方含む）・十二指腸疾患で治療中の方、経過観察中の方は対

象になりません。

〇のど(咽頭）、呼吸器、心臓、高血圧、肝機能障害で治療中の方、明らかな出血傾向のある方、

アレルギー体質の方は医師にご相談ください。

○上記に該当しない場合でも、医師の判断により検診をお断りする場合があります。詳しくは直

接医療機関にお問い合わせください。

個人負担金 3,800 円

その他 〇同年度内に胃内視鏡検診と胃 X線検診の両方を申し込むことはできません。

〇胃内視鏡検査とともに生検や治療等を行った場合や内視鏡検査後の精密検査を行っ

た場合は保険診療となり、検診費用とは別に費用がかかります。

〇気になる症状があるときは、検診を待たずに医療機関を受診してください。

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑧ 医療機関での胃内視鏡検診を実施しています

医療機関名 住所 電話番号

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051

茨城県立中央病院 笠間市鯉渕 6528 0296-77-1121

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034

河村医院 笠間市笠間 223-2 0296-72-2121

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911

ふじえだクリニック 笠間市東平 3-1-40 0296-71-5500
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エコフロンティアかさま監視委員会は、各種モニタリング結果、施設の維持管理状況、搬入車両お

よび受入廃棄物などの確認を通じ周辺環境への影響が発生しないよう監視活動を行っています。

委員会は毎月開催しています。日程は市ホームページ等でお知らせしますので、傍聴を希望す

る方は当日の午前 9時までに電話でお申し込みください。

問 環境保全課(内線 127）

⑨ エコフロンティアかさま監視委員会は毎月開催しています

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の電話相談窓口

帰国者・接触者相談センター

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 8 時 30 分～22 時(土日・祝日も実施）

中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）



今年もたくさんの雨が降る台風のシーズンとなりました。飯田ダムから、｢大雨時のダムの役割｣

と｢異常洪水時防災操作｣について紹介します。

【大雨時の飯田ダムの役割】

飯田ダムでは、ダム上流から入ってくる水の一部をダムに溜め、下流の川に流す水の量を減らす

ことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています（｢飯田ダムのイメージ」参照）。

また、今年から大量の雨が予測される時には、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流

し、大雨の前にダムの水位を下げ、溜められる水の量を従前より増やすことで、下流の洪水被害

を軽減する機能を強化します（｢事前放流のイメージ」参照）。

【飯田川下流（飯田ダム～涸沼川合流部）区間におけるサイレンについて】

ダムから流す水の量が増えることにより、ダム下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合

は、警報局や警報車によりサイレンを鳴らしますので、サイレンが鳴った時は川のそばから離れ

てください。

問 茨城県飯田ダム管理事務所 ℡ 0296-72-7950

茨城県水戸土木事務所ダム管理課 ℡ 029-225-4515

⑩ 飯田ダムの役割をご存じですか

飯田ダムのイメージ 事前放流のイメージ

流入量（100）

放流量（40）

通常の洪水調節操作

【ダムに貯水し川への放流量を減らす】

貯水（60）

「異常洪水時防災操作」いわゆる緊急放流とは？

ダムの貯水量が満タンになり、これ以上水を溜められなくなった時

に、ダムに入ってきた水がダムからそのまま自然に流れ出すような状

態になることをいいます。

つまり、「ダムに入ってくる水の量＝ダムから流す水の量」とすること

であり、｢ダムが無かった場合の川の状態になること」です。

※ダムに溜まった水を余計に流すことではありません。

異常洪水時防災操作

【ダムに入ってくる水を貯めず，そのまま流す】

流入量（100）

放流量（100）

｢異常洪水時防災操作｣時のダム

従前の水を貯められる

事

前

放

流

ダム下流に流す水を減らす

水の一部を溜める

⇒ダムの水位上昇

⇒下流の洪水被害を軽減

貯められる量(増)

ダムに入ってくる水を溜めずそのまま流す

水を溜めている時のダム

下流の川に流す水の量を減らす

同じ量

ほぼ満水

一部貯水

飯田ダム

飯田川
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国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。



市では一般の方も参加できるせり売りにより公用車を公売します。詳細は、公告文に記載されてい

ますので、お問い合せください。公告文は市ホームページでも閲覧できます。

【説明会】

日時 9 月 23 日（水）午後 2時～

場所 岩間支所 201・202・203 会議室(笠間市下郷 5140)

【公売】

日時 10 月 12 日（月）

物件 1-1：午前 10時～ 物件 1-2：午前 10 時 45 分～ 物件 1-3：午前 11 時 30 分～

物件 2-1：午後 2時～ 物件 2-2：午後 2時 45 分～ 物件 2-3：午後 3時 30 分～

場所 市役所本所 3-1・3-2 会議室(笠間市中央 3-2-1)

申込方法 申込書と納税証明書の写しを窓口に提出してください。申請書は窓口に用意してある

ほか、市ホームページからダウンロードできます。

申込期限 10 月 5 日（月）午後 5時必着

申・問 資産経営課(内線 571）

⑪ 公用車の公売に参加しませんか

物件 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3

物品名
三菱

エアロバス

三菱

キャンター

ダンプ

三菱

キャンター

ダンプ

トヨタ

ハイエース

トヨタ

ランドクルーザー

プラド

マツダ

ボンゴ

フレンディ

保管場所 岩間支所 市役所本所 市役所本所 岩間支所 市役所本所 岩間支所

登録年 平成18年2月 平成5年5月 平成3年7月 平成8年3月 平成5年6月 平成9年3月

総排気量 12.88 ﾘｯﾄﾙ 3.56 ﾘｯﾄﾙ 3.56 ﾘｯﾄﾙ 2.98 ﾘｯﾄﾙ 2.98 ﾘｯﾄﾙ 2.49 ﾘｯﾄﾙ

乗車定員 57 人 3 人 3 人 10 人 8 人 8 人

走行距離 207,108 ㎞ 313,835 ㎞ 362,834 ㎞ 207,313 ㎞ 179,426 ㎞ 252,035 ㎞

車検
令和 3年

2月14日満了
無 無

令和 3年

3月13日満了
無 無

最低価格

(税抜)
1,000,000 円 410,000 円 280,000 円 190,000 円 370,000 円 40,000 円
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県では高齢者の介護予防のため、この体操を普及するボランティア｢シルバーリハビリ体操指

導士｣の養成を行います。

場所 茨城県立健康プラザ(水戸市笠原町 993-2）

受講資格 ①茨城県民②おおむね 50 歳以上で常勤の職についていない③地域で体操普及のボラ

ンティア活動ができる方

受講料 無料

申込方法 各コースとも初日の 10日前までに往復はがきでご応募ください。

返信はがき表面に住所、氏名、往信はがき裏面に住所、氏名・ふりがな、性別、生

年月日、電話番号、受講できるコース名をご記入ください。

申・問 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部 ℡ 029-243-4217

⑫ シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会を開催します

コース 開催日時（各コース 5日間）

205 9 月 24 日(木）・28日(月）、10月 1 日(木）・5日(月）・8日(木）

午前 9時 30 分

～午後 3時 45 分

206 10 月 6日(火）・9日(金）・13 日(火）・16 日(金）・20 日(火）

207 10 月 22 日(木）・26日(月）・29 日（木）、11月 2 日（月）・5日(木）

208 11 月 10 日（火）・13 日（金）・17 日（火）・20 日（金）・24日（火）

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



テイクアウト笠間HP

笠間市内飲食店のテイクアウト商品をご自宅やお勤め先までタクシー事業者が配送します。

コロナ禍の中での実験事業となりますので、皆さんのご利用をお願いします。

期間 9 月 30 日（水）まで（延長する場合あり）

配送料金 1 回の配送につき 500 円

利用方法 ①対象店舗に電話注文する際に、タクシーによる宅配サービスを利用する旨を伝え

てください。

②店舗からタクシー事業者へ配送の依頼をします。

③タクシー事業者がお店で商品を受け取り、お客様のもとへ配送します。商品代と

配送料を運転手へお支払いください。（現金のみ）

対象店舗 (8 月 17 日現在）

※タクシーによる配送は登録店舗のみとなり、随時、参加店舗の受け付けを行っています。

登録を希望する店舗は、市ホームページまたは企画政策課までお問い合わせください。

※メニューは｢テイクアウト笠間｣ホームページをご確認ください。

ご利用上の注意

・配送エリアは笠間市内に限ります。

・配送時間はご希望に添えない場合があります。時間に余裕をもってご注文ください。

・1,000 円以上の注文が対象になります。

・当日の注文依頼は原則午後 5時までとなります。

問 企画政策課(内線 556）

⑭ 市内飲食店が販売するテイクアウト商品を宅配します

店名 ジャンル 電話番号

森の石窯パン屋さん パン 0296-74-0888

魚福寿司 和食 0296-72-7775

中華そばのあい川 ラーメン 0296-72-5575

八百屋カフェ okai カフェ 0296-73-6260

さくら食堂 中華 0296-77-0195

お食事処いこい 和食・洋食・中華・麺類など 0296-77-0454

庭カフェ KULA カフェ 070-4374-0767

門前酒場マルトミ 居酒屋 0296-72-3755

フランス料理ポーム・ド・パン フレンチ 0296-72-3333

レストランさんてす 和食・洋食・そば・うどん 0299-45-5929
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日時 9 月 28 日（月）～30 日（水）の 3日間

場所 茨城県総合福祉会館（水戸市千波町 1918）

内容 店舗補助スタッフの基礎知識と実技（接客方法など）

対象 60 歳以上でシルバー人材センターに入会し、就業できる方

参加費 無料

申込方法 シルバー人材センターにある申込書に記入してください。

申込期限 9 月 15 日（火）

申・問 （公社）笠間市シルバー人材センター（笠間市石井 717）℡ 0296-73-0373

⑬ シルバー人材センター 店舗補助スタッフの講習会を開催します

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/



身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当

日はハイキングのできる服装でご参加ください。

日時 9 月 19 日（土）午前 9時～正午

※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 野口池周辺（押辺地区）

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然観察に興味のある方

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 マスク、飲み物、植物等の図書、雨具(傘、長靴）、杖(ステッキ）、筆記用具など

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 9 月 8 日（火）

申・問 環境保全課(内線 125）

※新型コロナウイルスの状況により中止にすることがあります。

⑯ 第66回 自然観察会

いばらき電子申請サービス

子育てをがんばっているみなさん、産後の身体をシェイプアップしませんか。

日時 9 月 23 日（水）午前 10時 30 分～11時 30 分

場所 笠間市児童館 遊戯室(笠間市南友部 1966-140）

講師 子安 美穂さん
こ や す み ほ

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親（託児付き）

参加費 無料

定員 8 名(応募者多数の場合は抽選）

※抽選結果は 9月 21 日（月）に連絡します。

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 9 月 11 日（金）～20 日（日）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

※新型コロナウイルスの状況により中止にすることがあります。

⑮ ママ・リフレッシュ～シェイプアップ ヨガ～

⑧ぺージ
2020-0820

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 9 月 16 日（水）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 老婆、蜘蛛の糸、風船売りのお祭り その他

出演 読み語りの会プラスワン

参加費 無料

問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

⑰ 読み語りの会

かさめ～るにご登録ください。



※新型コロナウイルスの影響により中止になる可能性があります。

⑲ 地域交流センターいわま｢あたご｣イベントのご案内

あたごふれあい寄席 ハープコンサート

日時
9 月 6日（日）

開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分～

9月 27 日（日）

開場：午後3時 開演：午後3時30分～

出演 落語家：林家 扇兵衛さん
はやしや せん べ え

早川 千丈さん
はやかわ ち ひ ろ

定員 30 名(先着順） 30名(先着順）

参加費 大人：1,000 円 高校生以下：500 円
前売券:1,000 円 当日券：1,200 円

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

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 開催日当日まで

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

人生 100 年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。どなたでも参加できますので、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。

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 20 名(先着順）

参加費 1,000 円/各回

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 茂 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654
はなわ しげる

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。

⑳ 笠間ふれあい大学 9月講座のご案内

日時 内容

13 日(日)

午前 10時

～正午

｢笠間の今を明日へ!｣ 美大生と子供たち共に遊び共に学んだ 50年

講師：四木会 山口 滋雄さん 陶房かまなりや 若林 和正さん
やまぐち し げ お わかばやし かずまさ

※｢四木会｣と共催

19日(土)

歌声喫茶(音楽科)

みんなでロシア民謡や懐かしの歌謡曲を楽しく歌いましょう

講師：ゴールデンサウンズ

26日(土)
「ジャズの楽しみ方」ジャズを聴きながら歴史やジャンルを学びましょう

講師：KasamaSounds 信空館 菅井 信さん
す が い しん
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今回の企画展は、石の産地でお土産品として広く親しまれている石の加工品や装飾品などの

「ストーングッズ」を展示します。ぜひご来場ください。

日時 8 月 25日（火）～11月 23 日（月・祝）午前9時～午後5時（10月からは午後4時まで）

休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）

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）

⑱ 石の百年館企画展「ストーングッズ」展

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



㉑ かさま志民講座

講座・会場 内容 定員

歴史紀行 2020

～日本 100 名城

を往く～

（笠間公民館）

講師：梅原 守さん
うめはら まもる

昨年度に引き続き日本全国100名城の歴史と風景、城めぐりの楽しさ

と魅力を探ります。※昨年度の内容を復習をしながら学びます。

1回:10/22（木) 2 回:11/26（木) 3 回:12/17（木)

20 名

まちの保健室

｢薬剤師から学ぶ」

（笠間公民館）

講師：佐野 かおるさん
さ の

感染拡大が危惧される中、どうすればウイルスから身を守ることが

できるかを学ぶ。

1回:10/7（水) まず敵を知ろう｢ウイルスと感染症」

2回:11/4（水) 抗感染症の体づくり｢免疫の仕組みとパワー」

3回:12/2（水) 冬本番 備えあれば憂いなし

｢免疫をアップさせるためには?」

20 名

万葉集に親しむ

（友部公民館）

講師：南 秀利さん
みなみ ひでとし

日本最古の歌集、茨城を舞台に詠まれた歌を読みとき、万葉の世界

に触れてみませんか

1回:10/6（火) 大伴旅人 梅花の宴と 32 首の短歌

（年号‘令和’由来の歌を読み説こう）

2回:11/10（火) 有間皇子と大津皇子の悲劇、額田王の歌

3回:12/1（火) 常陸国の防人の歌と東歌、筑波山を詠む

20名

小野友五郎の生涯

（友部公民館）

講師：福島 和彦さん
ふくしま かずひこ

幕末・明治の技術官僚｢小野友五郎｣の生涯について、学びましょう

1回:10/13（火) 和算家から天文方

2回:11/17（火) 小笠原諸島の海防調査

3回:11/24（火) 咸臨丸渡米

4回:12/8（火) 明治・鉄道事治

20名

祝 日本遺産

「かさましこ兄弟

産地が紡ぐ

“焼き物語”」

（友部公民館）

講師：南 秀利さん
みなみ ひでとし

今年 6月に日本遺産に認定された｢笠間焼・益子焼｣の歴史的魅力や

伝統を学びましょう

1回:10/2（金） 日本遺産「かさましこ～兄弟産地が紡ぐ焼き物語」

2回:10/16（金) 益子焼物語 大塚啓三郎、濱田庄司、島岡達三

3回:11/13（金) 笠間焼物語 久野半右衛門、田中友三郎、松井康成

16名
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笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。

平日夜間 19 時～21 時（土曜日・祝日・年末年始を除く）

日曜日 9時～17 時

℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。）



対象 市内在住･在勤･在学の方

申込期限 9 月 16 日（水）必着（定員を超えた場合は抽選）

申込方法 最寄りの公民館に電話、または①受講希望講座名②氏名(ふりがな)③年齢･性別④郵

便番号⑤住所⑥電話番号(日中の連絡先)を明記して FAX、メール、はがきでお申し込

みください。

※電話受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(月曜日休館）

※FAX の送信後に必ず受信確認の電話をお願いします。

受講料 300 円/回、材料費は別途自己負担( 1 回ごとに当日納入）

開催時間 午前 10 時～11時 30 分 ※については午前 9時 30 分～11 時 30 分

その他 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。

募集定員の半数に満たない講座や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。

新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって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ので、あらかじめご了承のうえお申し込み

ください。

申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 FAX 0296-72-2103 メール kasakomin@city.kasama.lg.jp
友部公民館 ℡ 0296-77-7533 FAX 0296-78-3278 メール tomokomin@city.kasama.lg.jp
岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 FAX 0299-45-7612 メール iwakomin@city.kasama.lg.jp

講座・会場 内容 定員

※「ワンプレート」

楽しくおうち

ごはん

(地域交流センター

ともべ｢トモア」)

講師：龍福 綾子さん
りゅうふく あ や こ

ママのお助け!カロリーを抑える＋洗い物が減って時短。おしゃれ

で優雅な食卓つくり。

1回:10/8（木) チキンピカタ&カルツォーネ(パン)スープほか

2 回:11/12（木) かぼちゃと鶏肉のクリーム煮(パスタ)スープほか

※材料費：各回 1,000 円(当日納入）

※材料の調達により内容の変更があります。

10名

歴史講座

（岩間公民館）

講師：岩間歴史懇話会

歴史についていろいろな角度で学んでみましょう

1回:12/9（水) 村の鎮守さまの創建と維持

2回:1/12（火) 忠臣蔵の女性たち

3回:2/9（火) いわまの古道～古代官道・瀬戸井街道への考察～

20名

からだ･ケアー

｢のんびりゆった

りストレッチ」

（岩間公民館）

講師：伊勢山 陽子さん
い せ や ま よ う こ

ゆっくりと体を動かしながら、体のメンテナンスをしましょう

1回:10/21（水) 肩・首ほぐしストレッチ

2回:11/11（水) ゆらゆら骨盤ケア

3回:11/25（水) お腹スッキリ呼吸体操

4回:12/16（水) 背筋をのばす姿勢美人ストレッチ

10名
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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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今回は、各公共施設の運用を検討する計画について紹介します。

笠間市公共施設等適正配置計画は、公共施設を運用していくなかで、長寿命化や施設を再編す

る場面に直面する状況に備え、個々の施設の複合化や多機能化などの対象施設を検討し、今後の

具体的な方向性を定めることを目的としています。

〇目指す面積

〇適正配置の検討手順

笠間市公共施設等適正配置計画には、各公共施設の具体的対応方針を定めるため長寿化や複合化、

公民連携等のさまざまな方法があります。

次回以降は、それらの方法を紹介していきます。

問 資産経営課(内線 573）

㉒ これからの公共施設について第 3回 -公共施設等適正配置計画

234,301.7 ㎡

222,284.8 ㎡

延
床
面
積

5％増

2割削減

笠間市公共施設等

総合管理計画

H28.11

笠間市公共施設等

適正配置計画

R2.7 現在

177,827.84 ㎡

目指す保有面積

現在公共施設（234,301.7 ㎡）

庁内ワーキング(施設所管課ヒアリング)・市民アンケート

個別施設の適正配置の方針

機能（ソフト） 建物（ハード）

長寿命化対象施設の選定 ⇒「目標使用年数」の設定

適正配置による延床面積 シミュレーション

施設類型別の適正配置の方向性

新規整備予定施設

実施計画の作成

改修等の

優先順位

コスト

見直し
外部
委員会

目指す保有面積
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【回覧】 次号は 8月 27 日発行 第 2 -15 号


