
■お知らせ

①接触確認システムをご利用ください

②令和3年度放課後児童クラブ入所を受け付けます

③事業系ごみは自己処理が原則です

④法律と登記等に関する無料相談会を開催します

⑤道の駅建設工事および道路改良舗装工事に

伴う交通規制を行います

⑥入札参加資格の定期受付を行います

⑦高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定

委員会の傍聴ができます

⑧｢女性の人権ホットライン｣強化週間を実施します

⑨歯のなんでも電話相談を実施します

⑩｢エコーいばらき｣環境保全基金助成金給付

希望者を募集します

⑪仕事中や通勤中などにケガをしたとき保険証

は使えません

⑫令和3年4月1日採用の笠間市職員採用試験

を実施します

⑬笠間市土地改良事業運営協議会職員

を募集します

⑭陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します

⑮市内飲食店のテイクアウト商品を宅配します

⑯シェアサイクルの活用実験を実施します

⑰65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

⑱笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー

⑲令和2年度 笠間市人権教育講演会

⑳笠間市こども理科自由研究成果発表会(環境寺子屋)

㉑ママ・リフレッシュ｢リンパマッサージ」

㉒やさしく、よくわかるパソコン教室

㉓県立水戸聾学校 学校公開｢個別相談会｣

㉔赤穂市・笠間市姉妹都市文化交流 ｢絵画展」

㉕かさま歴史交流館 井筒屋イベントのご案内

㉖第19回笠間市民ソフトテニス教室

㉗Go-To まちの駅笠間宿

㉘笠間ふれあい大学11月講座のご案内

令和2年 10月 8 日 第 2‐20号

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。このシステムは、県の条例により登録が義務化されました。

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 接触確認システムをご利用ください

事業者登録フォーム

①ぺージ
2020-1008

【回覧】お早めに回してください 全 12 ページ(A3…3 枚)



各小学校の児童クラブでは、放課後等に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を

図ることを目的として、家庭で保育を受けられない児童をお預かりします。

入所基準 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別な理由

申込方法 申込書に必要事項を記載のうえ、保育できない証明書等(保護者数分)を添付して窓口

で直接お申し込みください。申し込みに必要な書類は、子ども福祉課、各支所福祉課

に用意してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。（市ホーム

ページ⇒「放課後児童クラブ」で検索）

※FAX や郵送では申し込みできません。

申込期限 11 月 2 日（月）～30 日（月）

※受付期間内の申し込みで定員に達した場合は、受け付け期間終了後に申し込みをした方は入所

できませんのでご注意ください。

次の日程で日曜開庁をします。

※本所のみ 11月 8日（日）・29 日（日）午前 8時 30 分～正午

申 子ども福祉課 各支所福祉課

問 子ども福祉課(内線 165）

② 令和 3年度 放課後児童クラブ入所を受け付けます

事務所、店舗などの事業所から出たごみは、｢事業系ごみ｣として、事業者の責任で適正に処理する

ことが法律により義務づけられています(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第3条第1項）。

事業活動に伴って出るごみは、｢質｣や｢量｣にかかわらず｢事業系ごみ｣となりますので、｢家庭ご

み｣とは異なり市では収集しません。

｢事業系ごみ｣は自らごみ処理施設等に持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処理

することになります。

なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)については、家庭から出るごみは

｢家庭ごみ｣として、事業活動から出るごみは｢事業系ごみ｣としての処理をお願いします。

問 環境保全課(内線 127）

③ 事業系ごみは自己処理が原則です

場所 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）

内容 ・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。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に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

④ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

日時 内容

11 月 17 日(火)

午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

11 月 26 日(木)

12 月 17 日(木)
法律相談:元大学教授 山口 康夫さん

やまぐち や す お

12 月 28 日(月) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札(見積り)に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

なお、建設工事・建設コンサルタント等委託業務に関しては県への申請となり、市では受け付

けができません。

〇建設工事・建設コンサルタント等委託業務

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。

申込期間 11 月 4 日（水）～12 月 4 日（金）

※申請の要項および申請書等については、県ホームページで案内する予定です。

(HP http://www.pref.ibaraki.jp⇒｢土木部監理課｣で検索）
〇物品販売・役務の提供等

申込方法 窓口へ持参または郵送(書留郵便)でお申し込みください。

申込期間 11 月 4 日（水）～12 月 4 日（金）

※この期間を過ぎて送達された申請書は受理できませんので、ご注意ください。

※郵送による提出は当日消印有効、信書便による提出は当日通信日付印有効

※申請の要項および申請書等については、市ホームページおよび財政課窓口で案内しています。

(市ホームページ⇒｢参加受付｣で検索）

問 財政課(内線 219） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

⑥ 入札参加資格の定期受付を行います

道の駅建設工事および国道 355 号道路改良舗装工事に伴い、交通規制を行います。交通の際

には、工事看板および交通誘導員の指示に従って通行してください。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。

工事期間 道の駅建設：10 月上旬～令和 3年 7月下旬

道路改良舗装：10月中旬～令和 3年 2月下旬 ※一部夜間工事を予定

工事区間 笠間市手越地内

施工業者 道の駅建設：株木・仙波特定建設工事共同企業体

道路改良舗装：(有)小池工務店

問 道の駅建設：道の駅整備推進課(内線 239）

道路改良舗装：水戸土木事務所 道路整備第二課 ℡ 029-225-1540

⑤ 道の駅建設工事および道路改良舗装工事に伴う交通規制を行います

令和2年10月 8 日 第 2‐20号
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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。



仕事中や通勤中にケガをした場合は労災保険の対象となるため、保険証は使用できません。労災

保険に該当するか判断が難しい場合は、お勤め先を管轄とする労働基準監督署にご相談ください。

また、交通事故や不当な暴力によるケガなど他人(第三者)の行為によって負傷したときに保険

証を使って治療を受ける場合は｢第三者行為による傷病届｣等の提出が必要です。示談をするとき

は、事前に協会けんぽ茨城支部までご相談ください。示談内容によっては、治療費が全額自己負

担となる可能性があります。

詳しくは協会けんぽホームページをご覧いただくか、協会けんぽ茨城支部にお問い合わせください。

問 協会けんぽ茨城支部 レセプトグループ ℡ 029-303-1583

⑪ 仕事中や通勤中などにケガをしたとき保険証は使えません

ふだん歯医者さんに聞けない入れ歯のこと、子どもの歯の悩み、インプラント、矯正、口臭の

悩み、顎関節症、歯周病、ブラッシングの仕方、料金のことなど、歯に関する悩みや質問を無料

で相談できます。匿名でも結構です。お気軽にお電話ください。

日時 11 月 15 日（日）午後 1時～4時

受付電話番号 (一社)茨城県保険医協会 ℡ 029-823-7930

⑨ 歯のなんでも電話相談を実施します

第 8期高齢者福祉計画･介護保険事業計画を策定するため、次のとおり委員会を開催します。

会議は一般の方も傍聴できますので、希望される方は当日会場前で受け付けを行ってください。

日時 10 月 29 日（木）午後 2時～3時 30 分(予定) 受付：午後 1時 30 分～1時 50 分

場所 地域医療センターかさま 会議室(笠間市南友部 1966-1)

定員 5 名(先着順)

傍聴者の遵守事項 会場に掲示される遵守事項を守り、会議の円滑な進行、運営にご協力ください。

問 高齢福祉課(内線 170)

⑦ 高齢者福祉計画･介護保険事業計画策定委員会の傍聴ができます

緑豊かな自然環境の保全と快適で潤いのある生活環境の創造を図り、地域社会の発展と振興に

寄与することを目的に県内の環境保全に関する事業に対して助成を行います。

対象事業 ・県内の環境保全活動 ・県内の環境保全活動を促進するための調査研究

・県内の環境保全活動の普及啓発

・災害復旧、復興支援に関わる活動(ただし、環境保全活動に限る）

応募資格 県内の営利を目的としない法人・団体・個人。(ただし、一団体につき 1申請）

助成額 1 件につき 30 万円を限度

募集期限 11 月 30 日（月）

問 ｢エコーいばらき｣環境保全基金事務局常陽銀行コンサルティング営業部内 ℡ 029-300-2699

⑩ ｢エコーいばらき｣環境保全基金助成金給付希望者を募集します

法務省と全国人権擁護委員連合会は、夫・パートナーからの暴力やストーカーなど女性をめぐ

るさまざまな人権問題を解決に導くため、全国一斉｢女性の人権ホットライン｣強化週間を実施

し、悩みを持った女性からの相談に応じます。

秘密は守られますので、安心してご相談ください。

日時 11月 12日（木）～18日（水）午前8時30分～午後7時(土･日曜日は午前10時～午後5時）

電話番号 0570-070-810(全国共通ナビダイヤル)

相談員 法務局職員・人権擁護委員

問 水戸地方法務局人権擁護課 ℡ 029-227-9919

⑧ ｢女性の人権ホットライン｣強化週間を実施します

④ぺージ
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



QR コード

採用予定人数・受験資格

試験詳細 新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合もあります。

※試験内容、受験申し込み手続きに関しては、採用試験実施要項を確認してください。

実施要項入手方法

秘書課人事給与グループの窓口または、郵便で請求してください。市ホームページからもダ

ウンロードできます。

※郵便で請求する場合は封筒の表に｢職員採用試験申込書類請求｣と朱書きし、返信用封筒(宛先

を明記し、140 円切手を貼り付けた角 2サイズ)を必ず同封し、秘書課人事給与グループ宛に

送付してください。

申込方法 提出書類を秘書課人事給与グループ宛に｢簡易書留｣で送付してください。(郵送での受け

付けとなります。)

申込期間 10 月 14 日（水）～11月 2日（月）

※受付最終日の午後 5時 15 分までに申込先に到着したものに限り受け付けます。

申・問 秘書課人事給与グループ(内線 554） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

HP http://www.city.kasama.lg.jp/page/page010880.html

⑫ 令和 3年 4月 1日採用の笠間市職員採用試験を実施します

職種・試験区分 受験資格要件等 採用予定人数

事
務
職

A

(1)平成 7年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学(短期大学を除く)を卒業または令和 3年 3月 31 日までに

卒業見込みの人

または

(2)平成 5年 4月 2日以降に生まれた人で、学校教育法による大

学院を修了または令和3年3月31日までに修了見込みの人 若干名

B

平成 11 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、学校教育法による高等

学校、短期大学、高等専門学校を卒業または令和 3年 3月 31 日

までに卒業見込みの人

C
平成 14 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、学校教育法による高等

学校を令和 3年 3月 31 日までに卒業見込みの人

社会福祉士
平成 5年 4 月 2 日以降に生まれた人で、社会福祉士の資格を有

し、社会福祉士登録簿に現に登録されている人
若干名

ICT･情報処理

平成 2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、令和 2年 10 月末日時点で、民間企業等に

常勤職員として情報システムの開発・管理・運営に関する実務経

験を通算して 3年以上有する人

若干名

第1次

試験

試験内容 ①教養試験 ②事務能力検査 ③個人面接

試験日
①・② 11月 5日（木）から 13 日（金）の期間のうちいずれか 1日

③ 11月 14 日（土）または 15 日（日）

試験会場
①・② 各都道府県に設置されているテストセンター

③ 笠間市役所(笠間市中央 3-2-1）

第2次

試験

試験内容 ④性格検査 ⑤個人面接

試験日
④ 11月下旬までの指定された期間

⑤ 12月 5 日（土）または 6日（日）

試験会場
④ インターネット環境が整っている自宅等(WEB 方式）

⑤ 笠間市役所(笠間市中央 3-2-1）

令和2年 10月 8 日 第 2‐20号
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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。



職務内容 事務全般(土地改良区業務の現地打ち合せ等を含む）

募集人数 2 名

応募資格 昭和 60年 4月 2日から平成 14年 4月 1日までに生まれ高等学校卒業以上の学歴を有

する方でパソコン(エクセル・ワード等)が操作できる方

勤務場所 笠間市土地改良事業運営協議会(市役所 岩間支所内 ⑥窓口・笠間市下郷 5140）
勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

賃金 試用期間は時給 900 円、通勤手当は別途支給。正職員採用後については、笠間市土地改良

事業運営協議会給与規程に基づいて支給。

雇用形態 正職員①：令和 3年 1月 4日～3月 31 日までは試用期間。4月 1日より採用。

正職員②：令和 3年 4月 1日～6月 30 日までは試用期間。7月 1日より採用。

応募方法 履歴書(市販の用紙を使用、写真添付)・採用試験自己紹介書・各種免許、資格を有す

る方は証明書の写しを土地改良事業運営協議会まで持参してください。

※｢採用試験自己紹介書｣は応募期限内に事務局にてお渡しします。

応募期限 11 月 6 日（金）

審査方法 書類審査、面接

申・問 笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0530

⑬ 笠間市土地改良事業運営協議会職員を募集します

技術を学びながら高等学校卒業の資格が取得できます。

受付時期 推薦：11月 1日（日）～30 日（月）必着

一般：11月 1日（日）～令和 3年 1月 6日（水）必着

応募資格 令和3年4月1日現在15歳以上17歳未満(平成16年4月2日～平成18年4月1日に生

まれた方)の男子で、中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了者(見込みを含む）

試験日 推薦：令和 3年 1月 10 日（日）または 11 日（月）の指定する 1日

一般：第 1次 令和 3年 1月 23 日（土）

第 2次 令和 3年 2月 4日（木）～7日（日）の指定する 1日

合格発表 推薦：令和 3年 1月 21 日（木）

一般：令和 3年 2月 18 日（木）

着校時期 令和 3年 4月上旬

教育 普通科高等学校と同等の一般教育を受け、併せて自衛隊の各種技術の専門教育・防衛基礎

学等を学びます(提携する通信制高等学校に入学します。）。

手当 103,700 円 期末手当年 2回(令和 2年 1月 1日現在)

※法律の改正により改定する場合があります。

資格 3 年間の教育終了時には、高等学校卒業資格を取得できます。

学校所在地 神奈川県横須賀市御幸浜 2-1

申・問 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 URL http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

⑭ 陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します

自衛隊茨城

⑥ぺージ
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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



テイクアウト笠間HP

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。

※10月 1 日から利用方法が変更になりました。

期間 12 月 31 日（木）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利用者は対象店舗が販売するテイクアウト商品の注文と宅配を、下記のタクシー

事業者に電話で依頼します。

②タクシー事業者は利用者に代わり店舗へ商品を注文します。

③タクシー事業者が店頭で商品を受け取り、利用者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 (9 月 30 日現在）

※対象店舗は、事前に市が実施するデリバリー活性化推進事業に参加申し込みをした店舗のみとなり

ます。参加を希望される飲食店は、市ホームページまたは企画政策課までお問い合せください。

※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。

タクシー事業者

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。

・当日の注文依頼は原則午後 5時までとなります。

・1回の配送につき 1,000 円以上の注文が対象になります。

問 企画政策課(内線 556）

⑮ 市内飲食店のテイクアウト商品を宅配します

店名 ジャンル 定休日

魚福寿司 和食 水曜日

中華そばのあい川 ラーメン 月曜日

八百屋カフェ okai カフェ 水曜日

さくら食堂 中華
第 1・3日曜、月曜日(祝日の場合)、

月曜夜の部

お食事処いこい 和食・洋食・中華・麺類など 不定休

庭カフェ KULA カフェ 月曜日

門前酒場マルトミ 居酒屋 日曜日、月曜日

フランス料理ポーム・ド・パン フレンチ 月曜日

レストランさんてす 和食・洋食・そば・うどん 不定休

彩食酒房 吉 居酒屋 不定休(おもに月・火)

地域 事業者名 電話番号

笠間 関鉄水戸タクシー(株) 0120-721-206

友部
関鉄ハイヤー(株) 0296-77-0067

(有)友部ハイヤー 0296-77-1171

岩間 岩間タクシー(有) 0299-45-2103

令和2年 10月 8 日 第 2‐20号
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



QR コード

シェアサイクルとは、自転車をシェア(共有)し、必要なタイミングで自転車を利用する仕組み

のことです。市内の周遊性向上の観点から、シェアサイクルの導入を検討するため社会実験を実

施します。市内に設置してあるサイクルポート(駐輪場)のどこでも自転車を利用・返却すること

ができますので、ぜひご利用ください。

実施期間 10 月 1 日（木）～12 月 23 日（水）午前 9時～午後 5時

ポート(駐輪場) ①笠間駅(笠間駅前観光案内所：笠間市下市毛 288-10）

②笠間芸術の森公園(笠間工芸の丘：笠間市笠間 2388-1）

③笠間稲荷門前通り(ほんまや：笠間市笠間 1192）

※期間中にポートを変更することがあります。

利用方法 WEB サイトにて会員登録が必要です。クレジットカードを準備し、QRコードご登録く

ださい。

問 企画政策課(内線 557)

⑯ シェアサイクルの活用実験を実施します

基本料金
1回利用 1日利用

最初の 30 分無料、1時間超過毎 200 円(延長料金上限額 1,500 円） 500 円

利用時間 最大 8時間(午前 9時～午後 5時）

必要なもの WEB サイトにアクセスできるスマートフォン、PC 等

支払方法 クレジットカード

優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、文化振興の一環として、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、芸術に触れてみませんか。

期間 令和 3年 3月 31 日まで(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 65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで(いずれも市内在住の方）

※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。

企画展 笠間日動美術館｢梅原龍三郎と藤田嗣治 FRANCE⇔JAPON UMEHARA et FOUJITA｣

会期:12 月 13 日（日）まで

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）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館日時およびイベント等が変更となる場合があり

ます。詳しくは、各施設までお問い合わせください。

※感染拡大防止のため、体調がすぐれない方のご来館はお控えください。また、必ずマスク着用

でご来館いただき、手洗いの励行や手指消毒、咳エチケット等にご協力をお願いします。

⑰ 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

⑧ぺージ
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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）



いばらき電子申請サービス

日時 11 月 29 日（日）開場：午後 0時 30 分 開演：午後 1時 30 分

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1）

内容 両手両足を失いながらも明治、大正、昭和という時代を前向きに生きた女性、中村 久子
なかむら ひ さ こ

さんの人生を語る一席です。

講師 講談師・声優 一龍斎 春水さん
いちりゅうさい は る み

定員 175 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 氏名、住所、連絡先を明記のうえ、メール、FAX、ハガキまたは

いばらき電子申請・届出サービスでお申し込みください。

申込期限 11 月 6 日（金）

申・問 生涯学習課(内線 385） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-71-3220 メール gakushu@city.kasama.lg.jp

⑲ 令和 2年度 笠間市人権教育講演会

秋真っ只中の笠間の魅力を、かさまコンシェルジュがご案内します。このツアーは、市民の皆

さんに笠間の観光資源や魅力についてもっと知ってもらい、笠間の魅力の発信者となっていただ

きたく実施するものです。ぜひこの機会に笠間の観光、文化、食をお楽しみください。

コース 春風萬里荘→笠間の菊まつり→昼食･スペシャルランチ(つつじ公園山頂)→My 箸作り

体験&お買い物(笠間工芸の丘)

対象 市内在住の方

※詳しい内容は(一社)笠間観光協会へお問い合わせください。

定員 各日 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 2,000 円(当日ご持参ください)、3歳児以下は無料

申込方法 電話または FAX でお申込みください。お申し込みの際に名前、住所、電話番号、人数、

ご希望の集合・解散場所をお伝えください。

申込期限 10 月 30 日（金）

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

⑱ 笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー

開催日 集合時間 帰着予定時間 集合場所

11 月 8日(日)、

14 日（土）

午前 8時 30 分 午後 4時 40 分 市民センターいわま(笠間市下郷 5140）

午前 8時 50 分 午後 4時 15 分 市役所本所(笠間市中央 3-2-1）

午前 9時 15 分 午後 3時 50 分 市営荒町駐車場(笠間市笠間 1556）

子供たちが夏休みの理科自由研究でわかったこと、楽しかったことなどの成果を発表します。

友達や家族みんなで、発表を見に来てください。

日時 11 月 8日（日）午前 9時 30 分～正午

場所 友部小学校 体育館(笠間市美原 3-3-1)

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なることがあります。

⑳ 笠間市こども理科自由研究成果発表会(環境寺子屋)

令和2年 10月 8 日 第 2‐20号
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http://www.city.kasama.lg.jp/



子育てをがんばっているみなさん、リンパの流れを良くして自分磨きしませんか。

日時 11 月 9日（月）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 菊池 聡子さん
き く ち さ と こ

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 11月 7 日（土）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 10 月 30 日（金）～11 月 6日（金）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

㉑ ママ・リフレッシュ｢リンパマッサージ」

笠間地区建設高等職業訓練校では、｢やさしく、よくわかるパソコン教室｣の生徒を募集します。

ワード(文書作成)とエクセル(表作成)に分けて実習します。

場所 笠間地区建設高等職業訓練校(笠間市笠間 1688-11）

定員 各コース７名まで

参加費 各回 500 円(テキスト代実費負担）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 11 月 7 日（土）

申・問 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

㉒ やさしく、よくわかるパソコン教室

講座 日時

ワード 11月 14 日～令和 3年 3月の毎週土曜日
①コース：午前 10 時～11時 30 分

②コース：午後 1時 30 分～3時

エクセル 11月 17 日～令和 3年 3月の毎週火曜日
①コース：午後 4時～5時 30 分

②コース：午後 6時～7時 30 分

日時 11 月 9日（月）～12 日（木）午前 9時 30 分～午後 4時

場所 県立水戸聾学校(水戸市千波町 2863-1）

内容 聴覚障害のあるお子様に関する相談や学校見学。詳細はホームページをご覧ください。

申込方法 申込用紙をホームページからダウンロードし FAX、メールまたは電話でお申込みくだ

さい。

申込期限 10 月 31 日（土）

申・問 県立水戸聾学校 ℡ 029-241-1018 FAX 029-241-8148

HP http://www.mito-sd.ibk.ed.jp メール 310rousienbu@mito-sd.ibk.ed.jp

㉓ 県立水戸聾学校 学校公開 ｢個別相談会｣

⑩ぺージ
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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）



〇フラワーアレンジメント

季節の花を中心に、枝ものを使ったアレンジメントのレッスン、行事に合わせたお花を活けます。

〇万葉亭小太郎の「井筒屋の夜会」～復活の会～

土曜日の夜のひととき、井筒屋で落語と音楽をお楽しみください。

〇琵琶とピアノの夕べ

名前は聞いたことがあっても親しまれる機会がまだまだ少ない琵琶。この機会にぜひ、音色

に触れてみてください。

〇バリ島のガムラン〜コンサート＆ワークショップ

見て、聴いて、触れて、音を出して、バリ島伝統の音楽ガムランに触れてみましょう。

場所 かさま歴史交流館井筒屋(笠間市笠間 987）

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・問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118 (月曜日休館、祝日の場合は翌日が休館）

㉕ かさま歴史交流館 井筒屋 イベントのご案内

日時 10 月 20 日（火）、11 月 3 日（火・祝）・18日（水）午後 6時～8時

講師 フラワー装飾一級技能士 安藤 和代さん
あんどう か ず よ

定員 20 名

参加費 レッスン料：1,500 円/回 お花代：2,000 円/回

申込期限 定員になり次第締め切り

日時 10 月 31 日（土）午後 6時 30 分～8時頃

出演 万葉亭 小太郎さん 桂 竹紋さん 流しのてっちゃん
まんようてい こ た ろ う かつら たけもん

定員 25 名(予約優先）

入場料 木戸銭 500 円(当日受付にてお支払いください）

申込期限 10 月 30 日（金）

日時 11 月 2 日（月）開場：午後 5時 30 分 開演：午後 6時

出演 琵琶奏者：石引 康子さん ピアノ奏者：小林 萌里さん
いしびき や す こ こばやし もえ り

定員 30 名(先着順）

入場料 2,500 円(お抹茶付き)

申込期限 10 月 31 日（土）

日時 11 月 28 日（土）1回目：午後 1時～ 2回目：午後 3時～

出演 演奏者：飯田 茂樹さん 寺島 菜穂さん 増田 久未さん
い い だ し げ き てらしま な ほ ま す だ く み

定員 各回 20 名(予約優先、乳幼児も大歓迎）

入場料 前売り：1,800 円(学生 800 円) 当日：2,200 円(学生 1,000 円) 乳幼児：無料

赤穂市文化協会と笠間市文化連盟との交流として、毎年交互に開催しているものです。

ぜひ、ご覧ください。

日時 10 月 24 日（土）～11月 1 日（日） 午前 9時～午後 4時(月曜日休館)

場所 笠間公民館 展示室 1(笠間市石井 2068-1）

問 笠間市文化連盟 事務局 藤岡 ℡ 0296-74-2929

㉔ 赤穂市・笠間市姉妹都市文化交流 ｢絵画展」

令和2年 10月 8 日 第 2‐20号
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初心者、経験者問わず募集します。お気軽にご参加ください。

日時 11 月 22 日(日)･28 日(土)・29 日(日）、12月 5 日(土)・6日(日）・12日(土）全 6回

午前 8時 30 分～11時 受付：午前 8時 20 分

※予備日：12月 13 日（日）・19 日（土）・20日（日）・26日（土）

場所 柿橋テニスコート C・D面(笠間市鯉渕 6526-18）

対象 小学 5年生以上の市内在住または在勤の方

定員 20 名/回(先着順）

参加費 1,500 円/6 回分(ボール代・傷害保険代）

※参加の初回の日にお支払いください。

申込方法 住所、氏名、生年月日、連絡先(電話）、ラケットの有無を記入のうえ郵送、FAX、メー

ルでお申し込みください。(ラケットの無い方は、300 円でレンタルできます。）

申込期限 11 月 13 日（金）

申・問 笠間市ソフトテニス連盟 深谷 ℡・FAX 0296-78-3368
ふ か や

〒309-1734 笠間市南友部 483-5 メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp

㉖ 第 19回笠間市民ソフトテニス教室

コロナの渦中ですが、錦秋のイベント｢Go-To まちの駅笠間宿｣を開催します。コロナウイルス

対策のためマスク着用でご来場ください。

日時 10 月 31 日（土）～11月 3 日（火・祝）午前 10 時～午後 5時

場所 まちの駅笠間宿 広場(笠間市笠間 2247）

内容 フリーマーケット(骨董品･手芸品･朝どれ新鮮野菜等）、キッチンカー(旬の食べ物）、ワンマン

オーケストラ(吹奏楽器演奏）、焼き栗･焼き芋の店頭販売、オモシロ風船アート（ちびっこ限

定のお土産）など

11 月 1日（日）：お猿さんと触れ合えるお猿の出張パフォーマンス(2ステージ)

問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 ℡ 090-8800-3248
はなわ

㉗ Go-To まちの駅笠間宿

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 ※11 月 21 日は革材料費込みで 2,000 円(完成品はお持ち帰り）

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 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654
はなわ

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp
※笠間ふれあい大学は、笠間市社会教育推進事業補助金を受けて活動しています。

㉘ 笠間ふれあい大学11月講座のご案内のご案内

日時 内容

11 月 7 日(土)

午前10時

～正午

｢健康カラオケ教室｣(音楽科)“飲まない吸わない触らない”

講師：小林 久雄さん(グラウンドワーク笠間）
こばやし ひ さ お

11 月 21 日(土)
｢革小物加工体験講座｣世界に 1つだけのものを作ろう

講師：手縫い革工房｢革山｣ 山中 好信さん
やまなか よしのぶ

11 月 29 日(日)
｢病気を生まない食｣～体の浄化がすべて～ ※｢四木会｣と共催

講師：日本地域活力研究所代表 長谷山 俊郎さん
は せ や ま としろう
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