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①市政懇談会を開催します

②放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます

③令和2年度 笠間市成人式を開催します

④野生動物にご注意ください

⑤野生きのこ類の出荷および販売を自粛しています

⑥国民健康保険税も社会保険料控除の対象となります

⑦水道管布設替工事に伴う交通規制を行います

⑧公共下水道管路更生工事に伴い交通規制を行います

⑨霞ヶ浦流域の小規模事業所の排水規制を強化します

⑩看護師と看護助手(会計年度任用職員)を募集します

⑪元気いばらき女性のための就職面接会を開催します

⑫エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑬12月 4日から 10日は人権週間です

⑭犯罪被害者相談窓口をご存じですか

⑮シェアサイクルをご利用ください

⑯新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等

の中止をお知らせします

■教養・文化・交流 他

⑰クラインガルテン｢秋のフードフェア｣

⑱笠間市民限定 ｢かさましこ焼き物語｣バスツアー

⑲日本遺産推進シンポジウム in 益子

⑳イングリッシュ・スペース

㉑ママ・リフレッシュ｢くつ下アート」

㉒｢第一火曜日の会｣マスクケースづくり

㉓笠間市ヘルスリーダーの会｢親子料理教室｣

㉔もの忘れ相談会

㉕陸上自衛隊施設学校音楽隊 第31回定期演奏会

㉖かさま志民オンライン講座

㉗第3回 笠間きつねの祭典 オンライン配信

㉘茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会

㉙ごみを考える会 視察研修

㉚親子･多世代対象コンサートららら-地球と音楽-

㉛笠間ふれあい大学 12月講座のご案内

㉜懐かしのムード歌謡を楽しむ集い

㉝笠間人車軌道体験イベント
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笠間市長との市政懇談会を、次の通り開催します。事前申し込みはありませんので、ご都合に

合わせてお越しください。

※新型コロナ感染症感染防止のため、マスク着用でご参加をお願いします。

問 秘書課(内線 224)

① 市政懇談会を開催します

日時 場所

11 月 28 日（土）
午前 10時 30 分～正午

市役所本所 教育棟 2階 会議室

11月 29 日（日） 地域交流センターいわま｢あたご｣

12 月 1日（火） 午後 6時 30 分～8時 笠間公民館 2階 大会議室



各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、12 月 25 日（金）から令和 3年 1月 7

日（木）の冬休み期間中、家庭で保育できない児童をお預かりします。

※日曜・祝日および年末年始期間 12 月 29 日（火）～1月 3日（日）は除く。

入所基準 共働き、疾病・障害等、家族の看護・介護、出産、その他特別の理由

申込方法 希望される方は、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。必要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。(トップ

ページ⇒｢放課後児童クラブ｣で検索）

※FAX や郵送では申込みできません。

※定員の空き状況および申込み状況により選考を行い、結果を通知します。

申込期限 12 月 3 日（木）

【受け入れ不可】宍戸小、大原小、岩間第一小

※受け入れ不可となっていない他の児童クラブまたは、次の民間児童クラブをご利用ください。

【民間児童クラブ】

がくどうかさま(笠間) ℡ 0296-78-4121 アフタースクールケアキズナバ(鯉淵) ℡ 0296-85-6631

民間学童すまいる(鯉淵) ℡ 0296-77-6608 民間学童たんぽぽ(旭町) ℡ 0296-77-6608

※学校の冬休み期間が変更になった場合は、変更になった期間のみのお預かりとなります。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、受入ができない可能性があります。

申 子ども福祉課、各支所福祉課

問 子ども福祉課(内線 164）

② 放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます

新型コロナウイルス感染症対策を取りながら実施します。また、感染状況により内容が変更に

なる場合もありますので、詳細は市ホームページでご確認ください。

日時 令和 3年 1月 10 日（日）開場：9時 式典：10 時～

場所 笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1）

対象 平成12年4月2日から平成13年4月1日生まれの方

※令和2年10月31日現在で笠間市に住民登録されている対象の方に、11月上旬に案内状を郵

送します。

※令和2年11月1日以降笠間市に転入した方で成人式に参加希望の方、および進学・就職等に

より現在笠間市にお住まいでない方も参加できますので、氏名・住所等を生涯学習課までご

連絡ください。

問 生涯学習課(内線 385）

③ 令和 2年度 笠間市成人式を開催します
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



野生の動物(イノシシやアライグマなど)の行動範囲は年々広がっていて、山や畑周辺の住宅地

などにも出没し、車との衝突事故も発生しています。

人を襲うことは滅多にありませんが、ケガをしていたり、至近距離で突然遭遇したり、ほかの

動物に追われていたりすると襲ってくる事がありますので注意が必要です。

○野生の動物に出会った場合は、つぎのことに十分気を付けてください。

1.本来、野生動物は臆病なので、ほとんどの場合はそのまま逃げていきます。見かけても刺激を

与えず、興奮させないことが重要です。

2.大きな声や音を出さないで、目をあわせずに静かにその場を離れてください。

3.建物等の外には、野菜くずなど餌になるようなものを置かないようにしてください。

4.狩猟者や有害鳥獣駆除のわなにかかっている動物は大変興奮しています。わなを壊して逃げ

出すこともありますので絶対近づかないようにしてください。

問 環境保全課(内線 125）

④ 野生動物にご注意ください

市内で採取された野生キノコ類から食品中の放射性物質に係る基準値(100 ベクレル/kg)を超

える放射性セシウムが検出され、県から出荷および販売の自粛要請がありました。

つきまして、安全性が確認されるまでの間は野生きのこ類の出荷および販売を自粛しています。

問 農政課(内線 530) 県央農林事務所 笠間林業指導所 ℡ 0296-72-1174

⑤ 野生きのこ類の出荷および販売を自粛しています

年末調整や確定申告の際に、当該年の国民健康保険税(国保税)の納付額は、社会保険料控除の

対象となります。令和 2年中に納付された国保税の納付額(納付書および口座振替分)について、

｢所得申告参考資料｣を令和 3年 1月下旬に送付します。

なお、年末調整のために参考資料(国保税納付額連絡票)が早めに必要な場合は、次のとおり

申請してください。

○電話で申請する場合

国保税納付額連絡票をご自宅に郵送します。電話での納付額の回答はできません。

○保険年金課(市民窓口課)窓口で申請する場合

納税義務者(世帯主)または同一世帯の方には、窓口で国保税納付額連絡票を発行します。本

人確認できるもの(運転免許証または保険証等)をご持参ください。

※国保税は世帯主課税のため、市役所で加入者個人ごとの納付額はお知らせできません。実際に

国保税を納付された方(負担された方)が社会保険料控除として申告することができます。

※特別徴収(年金天引き)されている国保税は、その年金を受給している方が控除を受けられます。

公的年金の源泉徴収票をご確認のうえ、申告してください。

問 国保税所得申告参考資料および納付額連絡票について：保険年金課(内線 140）

住民税の申告および控除について：税務課(内線 113）

所得税の確定申告および控除について：水戸税務署 ℡ 029-231-4211

⑥ 国民健康保険税も社会保険料控除の対象となります
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令和3年 3月 31日で岩間支所内の常陽銀行派出所が廃止になります。

市税等は安全で安心な口座振替や金融機関、コンビニ、スマート

フォン(PayPay、LINE Pay)を利用した納付が便利です。



水道管布設替工事に伴い、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。

期間 11 月上旬～令和 3年 1月下旬（予定）

区間 笠間市笠間地内

内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

施工業者 ㈲山口設備

期間 11 月上旬～令和 3年 1月下旬（予定）

区間 笠間市手越地内

内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

施工業者 ㈲大堀設備

問 水道課(内線 71221）

⑦ 水道管布設替工事に伴う交通規制を行います
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



公共下水道管を更生する工事に伴い、交通規制を行います。通行の際には、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。

規制期間 11 月中旬～令和 3年 3月中旬(予定）

規制区間 笠間市旭町地内(すみれこども園より南へ 500ｍ地点より約 60m）

規制内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）

施工業者 (株)大貫工務店

問 下水道課（内線 71140）

⑧ 公共下水道管路更生工事に伴い交通規制を行います

県では、茨城県霞ケ浦水質保全条例などの一部を改正し、令和 3年 4月 1日から排水規制を強

化します。

霞ヶ浦流域で事業を営む小規模事業所の皆さんに排水処理を徹底していただくことなどによ

り、霞ヶ浦のさらなる水質改善を目指します。

これまでは、排水基準を超過した場合、勧告などで規制してきましたが、改善命令や排水一時

停止命令が発出され、命令に従わなかった場合は罰則が適用されます。詳しくは市ホームページ

をご覧ください。

きれいな霞ヶ浦を、私たちの力で取り戻しましょう。

※笠間市では岩間地区の次の地域が該当します。

大字泉(字山根、字池下、字神本、字堤下、字神根、字山本、字南田、字中村、字平および字巴川

に限る。)、大字市野谷(字天王、字平、字山王、字小島、字二子塚、字樫ノ木、字中谷原、字房

沼、字太田部、字仲村、字神影、字南田、字東裏および字西裏に限る。)、大字福島、大字押辺(字

下原、字半貫谷地、字谷向および字椚山に限る。)、大字安居(字爼倉に限る。)

問 茨城県県民生活環境部環境対策課 ℡ 029-301-2966

環境保全課(内線 125）

⑨ 霞ヶ浦流域の小規模事業所の排水規制を強化します

QR コード
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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/



1948 年(昭和 23 年)12 月 10 日、国連総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し、毎年 12 月

10 日が｢人権デー(Human Rights Day)｣と定められました。法務省と全国人権擁護委員連合会
では、人権デーを最終日とする 12 月 4 日から 10日までを｢人権週間｣として各種の人権啓発活動

を行います。

人権は自分と同じように他の人にもあることの理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊

かな人間関係をつくりましょう。

令和 2年度啓発活動強調事項

人権啓発キャッチコピー ～｢誰か｣のこと じゃない。～

(1)女性の人権を守ろう

(2)子どもの人権を守ろう

(3)高齢者の人権を守ろう

(4)障害を理由とする偏見や差別をなくそう

(5)同和問題(部落差別)を解消しよう

(6)アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

(7)外国人の人権を尊重しよう

(8)HIV 感染者に対する偏見や差別をなくそう

(9)ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう

(10)刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

(11)犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

(12)インターネットによる人権侵害をなくそう

(13)北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

(14)ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

(15)性的指向および性自認を理由とする偏見や差別をなくそう

(16)人身取引をなくそう

(17)東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

問 水戸地方法務局 人権擁護課 茨城県人権擁護委員連合会 ℡029-227-9919

⑬ 12 月 4 日から 10 日は人権週間です

誰もが突然、事件や事故に遭う可能性があります。被害に遭われた際はご相談ください。被害

に遭われた方やその家族が回復するためには、周囲の理解と温かな支援が必要です。

犯罪被害者週間 11 月 25 日（水）～12月 1 日（火）

問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

⑭ 犯罪被害者相談窓口をご存じですか

相談窓口 ℡ 相談時間

笠間警察署 0296-73-0110

24 時間受け付け
警察相談専用電話 #9110、029-301-9110

性犯罪被害相談 ｢勇気の電話」 #8103、029-301-0278

警察女性専用相談 029-301-8107

少年相談コーナー
水戸：029-231-0900

つくば：029-847-0919

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

(夜間、土、日および祝日を除く）

茨城県・犯罪被害者相談 029-301-7830
午前 9時～午後 4時

（土、日および祝日を除く）

いばらき被害者支援センター 029-232-2736 午前 10 時～午後 4時

（土、日および祝日を除く）性暴力被害者サポートネットワーク茨城 029-350-2001
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。



現在、仕事をお探しの女性を対象にした合同面接会を開催します。県内に本社または就業場

所がある事業所が 10 社参加予定です。複数の企業の人事担当者と直接会えるチャンスですの

で、履歴書を用意しご参加ください。

事前の申し込みは不要で、参加費も無料です。

日時 11 月 26 日（木）午後 1時 30 分～3時 30 分 受付：午後１時～

場所 県水戸合同庁舎 5階 会議室兼厚生室(水戸市柵町 1-3-1）

問 県労働政策課いばらき就職支援センター ℡ 029-233-1576

⑪ 元気いばらき 女性のための就職面接会を開催します

【看護師】

【看護助手】

勤務場所 笠間市立病院(笠間市南友部 1966-1）

雇用期間 12 月 1 日～令和 3年 3月 31 日 ※期間延長あり

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(7 時間 45分勤務）

週 5日(ローテーション勤務により、土・日曜日および夜勤も含む、勤務日は応相談。）

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)に必要事項を記入のうえ、本人が直接持参してください。

履歴書等は返却しませんので、ご了承ください。

申・問 笠間市立病院 経営管理課 ℡ 0296-77-0034

⑩ 看護師と看護助手(会計年度任用職員)を募集します

勤務内容 外来(内科など)・病棟の看護業務

募集人数 1 名

賃金 1,604 円/時間 ※別途夜勤手当通勤手当支給あり

資格等 正看護師

勤務内容 入院病棟の看護助手業務

募集人数 1 名

賃金
923 円～943 円/時間(ホームヘルパー2級の資格有の場合 943 円/時間）

※別途夜勤手当通勤手当支給あり

資格等 特になし

委員会は傍聴することができます。

日時 11 月 26 日（木）午後 2時～

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

内容 (1)前回会議録の確認 (2)監視活動および意見交換等(搬入車両等対策）

(3)今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 11 月 26 日（木）午前 9時まで

申・問 環境保全課(内線 127）

※コロナウイルス感染症の影響により、文書開催となる場合があります。

⑫ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

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



QR コード

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の行事が中止となります。

⑯ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等の中止をお知らせします

内容 問

1月開催：第13回 どんと焼き交流事業
岩間上郷地域ホタル増やそうかい

会長 小松崎 均 ℡ 0299-45-7646

市内の周遊性向上の観点から，シェアサイクルの活用実験を実施しています。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、日常生活

の移動や市内観光に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

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 コードから

ご登録ください。会員登録を事前に行っていただくとスムーズにご利用いただけます。

ポート(駐輪場) 笠間駅(笠間駅前観光案内所：笠間市下市毛 288-10）

笠間芸術の森公園(笠間工芸の丘：笠間市笠間 2388-1）

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。

問 企画政策課(内線 557)

⑮ シェアサイクルをご利用ください

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、パソコン等

支払方法 クレジットカード

⑧ぺージ
2020-1105

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）

区長を通して回覧・配布している文書を、電子回覧板として笠間市ホームページで公開してい

ます（区長文書が休みの週を除き、毎週木曜日に公開）。

電子回覧板の閲覧方法

笠間市ホームページのトップページから「電子回覧板」で検索して、ご覧ください。

問 秘書課(内線 225）

電子回覧板をご活用ください



関西出身の地域おこし協力隊岡本隊員が、週末限定で販売している大阪フードと、そば打ち体

験が楽しめる｢ガルテン秋のフードフェア｣を開催します。

大阪 B級グルメを堪能したい方も、そば打ちを体験したい方もぜひお越しください。

日時 11 月 21 日（土）・22 日（日）午前 10 時～午後 3時

場所 笠間クラインガルテン(笠間市本戸 4258）

内容 【大阪フードの販売】たこ焼き・いか焼き・大阪濃厚ミックスジュースなど

※いか焼き 50円割引・広報かさま 10月号クーポン券の並用可

【そば打ち体験】午前の部：午前 10時 30 分～ 午後の部：午後 1時～

参加費：1卓 2,500 円(そば約 4人前：持ち帰り）

定員：各回 4卓(各卓 1～4名まで）※予約優先

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 笠間クラインガルテン農産物販売所 ℡ 0296-70-3133

※同日ガルテン近隣の笠間焼窯元さんによる｢オープンスタジオ本戸｣も開催されています。アト

リエの公開や、作品の展示販売などが行われていますのであわせてお楽しみください。

詳細は｢オープンスタジオ本戸｣で検索してください。

⑰ クラインガルテン｢秋のフードフェア｣

今年度 6月にかさましこ(笠間市、益子町)が、文化庁により日本遺産の認定を受けたことを記

念し、両地域の住民を対象とした周遊ツアーを実施します。笠間市民が益子町の文化遺産を巡り、

益子町民が笠間市の文化遺産を巡ることによって、両地域の文化の相互理解と交流を図る目的と

した周遊ツアーです。案内役は地元の観光ボランティアガイドが行います。ぜひこの機会に益子

町の歴史･文化･食をお楽しみください。

日時 12 月 5日（土）午前 8時 30 分～午後 5時 集合：午前 8時 20 分

発着場所 市営荒町駐車場(笠間市笠間 1556）

コース 地蔵院･綱神社･大倉神社･宇都宮家の墓所→濱田庄司記念益子参考館→道の駅ましこ(昼食)

→西明寺→陶芸メッセ/益子陶芸美術館→日下田藍染工房(城内坂散策）

※新型コロナウイルス感染症の状況等により内容が変更となる場合もあります。

対象 市内在住の方

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 1,500 円(3 歳以下無料。当日ご持参ください）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 11 月 25 日（水）

申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222

⑱ 笠間市民限定 ｢かさましこ焼き物語｣バスツアー

令和2年11月 5 日 第 2‐22号

⑨ぺージ
2020-1105

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）



英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい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活動で英語が苦手な方でも参加で

きます。お気軽にご参加ください。

日時 12 月 1日（火）昼の部：午後 2時～2時 50 分、午後 3時～3時 50 分

夜の部：午後 7時～7時 50 分

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：グラム･イーストンさん、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 11 月 30 日（月）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※マスクの着用をお願いします。入館の際は、｢いばらきアマビエちゃん｣への登録もお願いします。

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になることがあります。随時、市ホ

ームページでお知らせします。

⑳ イングリッシュ・スペース

子育てをがんばっているみなさん、お部屋のインテリア・お友達のプレゼントにいかがですか。

参加の方に、クリスマスプレゼント付きです。

場所 笠間市児童館 創作活動室(笠間市南友部 1966-140）

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）

定員 8 名(応募者多数の場合は抽選）

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 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

㉑ ママ・リフレッシュ｢くつ下アート」

日時
12 月 3 日(木） 12月 17 日（木）

午前 10 時 30 分～11 時 30 分

参加費 材料費 300 円 材料費 300 円

申込期間 11 月 22 日（日）～29 日（日） 12 月 6日（日）～13日（日）

抽選結果 12 月 1日(火)に電話連絡 12月 15 日(火)に電話連絡

日時 11 月 27 日（金）午後 6時～7時 30 分

場所 益子町町民会館 ホール(栃木県芳賀郡益子町益子 3667-3）

内容 ①基調講演：日本遺産とは～文化財保護の歩みのなかで～

講師：栃木県考古学会 顧問 橋本 澄朗さん
はしもと すみ お

②パネルディスカッション：日本遺産に期待すること

パネラー：栃木県考古学会顧問 橋本澄朗さん 濱田庄司記念益子参考館館長 濱田友緒さん
はまだ とも お

稲田神社 宮司 田村 寿穂さん 製陶ふくだ 6代目当主 福田 勝之さん
た む ら ひ さ ほ ふ く だ かつゆき

コーディネーター：益子町 副町長 横田 清泰さん
よ こ た きよやす

問 生涯学習課(内線 260）

⑲ 日本遺産推進シンポジウム in 益子

⑩ぺージ
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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。



内容 親子で調理実習(レンジで作るバターチキンカレー、簡単ナン)、食育紙芝居

※食物アレルギーのある方はお問合せください

対象 市内在住の小学生親子、1家庭 2名のみの参加(参加保護者として祖父母可)

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。

※応募者多数の場合は抽選とします。

申込期限 11 月 25 日（水）

持ち物 エプロン、三角巾、手拭きタオル、大スプーン、飲み物、上履き

申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

※新型コロナウイルスの感染状況により日程等の変更または中止となる場合があります。

㉓ 笠間市ヘルスリーダーの会｢親子料理教室｣

日時 場所 定員

12 月 6日（日）

受付:10 時 15 分～

教室：10 時 30 分～正午

保健センター 12名

笠間公民館 6名

12 月 13 日（日）
保健センター 12名

笠間公民館 6名

12 月 19 日（土） 保健センター 12名

認知症に関する心配事や困り事に対し、専門職員が対応します。ご本人はもちろん、ご家族か

らの相談にも応じますので、お気軽にお申し込みください。

日時 12 月 10 日（木）午後 2時～4時 30 分

場所 地域医療センターかさま内 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1）

内容 認知症疾患医療センター 石崎病院 精神保健福祉士 田山 香代子さんとの個別相談
た や ま か よ こ

対象 市内在住の方

定員 先着 3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 12 月 4 日（金）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

㉔ もの忘れ相談会

衛生的に使えるマスクケースを簡単に作ってみましょう。簡単な体操も実施します。

日時 12 月 2日（水）午前 9時 30 分～11時 30 分 ※今回は会場の都合で水曜日の開催です。

場所 地域福祉センターともべ A館 研修室(笠間市美原 3-2-11）

定員 20 名(応募多数の場合は抽選）

参加費 100 円

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込み下さい

申込期限 11 月 24 日（火）

申・問 社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

㉒ ｢第一火曜日の会｣マスクケースづくり

令和2年11月 5 日 第 2‐22号
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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。）



笠間チャンネル

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）

対象 県内在住の方(未就学児はご遠慮ください。）

入場料 無料

申込方法 往復はがきでお申し込みください。

申込期間 11 月 24 日（火）～12 月 11 日（金）消印有効

問 陸上自衛隊勝田駐屯地広報班 ℡ 029-274-3211

※新型コロナウイルス感染症の状況による中止等は、施設学校ホームページでお知らせします。

㉕ 陸上自衛隊施設学校音楽隊 第31回定期演奏会

日時 定員

令和 3年 1月 16 日（土）
開場 10 時 開演 11時 452 席

開場 1時 30 分 開演 2時 30 分 50 席

市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志民オンライン講座｣を配信しています。
し みん

新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座名 おうち時間で気軽にストレッチ

内容 自宅にいながら気軽に運動習慣を身につける

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080

㉖ かさま志民オンライン講座

今年で 3年目を迎えるこのお祭りは、市内外からたくさんのきつね好きが集まり、町中できつ

ねの仮装や行列などを楽しむお祭りです。本年度は新型コロナウイルス感染防止のため、事前に

撮影したお祭りの模様をオンラインで配信します。

ぜひ、ご自宅から笠間きつねの祭典をお楽しみください。

日時 12 月 5日（土）午後 7時～9時

※後日視聴可能なアーカイブ映像も残ります。

問 笠間きつねの祭典実行委員会 メール kasamakitsunenosaiten@gmail.com

㉗ 第 3回 笠間きつねの祭典 オンライン配信

笠間きつねの祭典

⑫ぺージ
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県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもに温かな家庭的雰囲気で生活で

きるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。

※詳しくは、茨城県青少年家庭課のホームページをご覧ください。

問 茨城県中央児童相談所 里親担当 ℡ 029-221-4150

ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/（「茨城県青少年家庭課」で検索）

ご存知ですか?里親制度

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。



｢地球と音楽｣をテーマに学校で長く歌われてきた唱歌や合唱曲などを演奏し、大切にしていきた

い美しい自然を音楽で描きます。また、子ども達に向けて｢自然の仕組み｣についてお話します。

日時 11 月 29 日（日）開場：午前 10時 20 分 開演：午前 10時 30 分～午前 11時 50 分

場所 かさま歴史交流館井筒屋 会議室(笠間市笠間 987）

講師 歌：丹家 倫子さん ピアノ：後藤 由香さん 話：野村 禪さん
たん げ と も こ ご と う ゆ か の む ら しずか

定員 30 名(先着順）

参加費 一般：1,000 円 中学生以下：無料

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 11 月 27 日（金）

申・問 NPO 法人ららら音楽アトリエ 丹家 ℡ 080-2381-8787

※｢親子・多世代対象コンサートららら｣は笠間市まちづくり市民活動助成金を受けて活動してい

ます。

㉚ 親子・多世代対象コンサートららら－地球と音楽－

ごみを考える会では，笠間市の環境センターと水戸市の清掃工場の見学会を開催します。笠間

市は私たちの日々の生活と直結した施設、水戸市は 4月に稼働した最新の施設です。

両施設の見学をとおして、あらためてごみ問題への理解や知識を深めてみませんか。

日時 12 月 14 日（月）集合出発：午前 9時 30 分 帰着予定：午後 4時 30 分

集合場所 市役所本所 駐車場(笠間市中央 3-2-1）

研修先 笠間市環境センター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-62）

水戸市清掃工場｢えこみっと｣(水戸市下入野町 2100）

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 1,400 円(昼食代等）

申込方法 電話でお申し込みください。詳細は、申込後通知します。

申込期限 11 月 26 日（木）

申・問 環境保全課(内線 126）

㉙ ごみを考える会 視察研修

日時 令和 3年 2月 6日（土）、7日（日）、13日（土)

場所 笠松運動公園 体育館(ひたちなか市大字佐和 2197-28）

対象 県内に在住または通勤・通学している 18 歳以上(令和 2年 4月 1日現在)で、障がい者ス

ポーツの普及に理解があり、ボランティア活動等に意欲のある方

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 テキスト料 1,000 円、申請・認定料 5,500 円、登録料 3,800 円

申込方法 郵便またはFAXでお申し込みください。申込書はホームページからダウンロードできます。

HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/9.html
申込期限 11 月 27 日（金）必着

申・問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375 FAX 029-301-3378

〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 県庁 16 階 障害福祉課分室内

㉘ 茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会

令和2年11月 5 日 第 2‐22号
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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 ℡ 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。

㉛ 笠間ふれあい大学12月講座のご案内

日時 内容

12 月 5 日(土)

午前 10 時

～正午

｢万丈童子と愉快な仲間たち｣
3つの音楽仲間のトークと演奏と歌を楽しむ講座

12 月 12 日(土)
天と地の自然エネルギー(再生可能エネルギー)を学ぼう

講師：山野辺 浩平さん※｢四木会｣と共催
や ま の べ こうへい

12 月 19 日(土)
｢クリスマス歌声喫茶｣(音楽科)
専属バンド：ゴールデンサウンズ

大正時代に運行されていた笠間人車軌道に触れてみませんか。

日時 11 月 22 日（日）午前 11時～午後 3時

場所 道の市会館(旧さくらガス駐車場:笠間市笠間 1756）

申込方法 前日までに電話またはメールでお申し込みください。

申・問 笠間人車軌道復元プロジェクト事務局 藤本 ℡ 090-3548-2597

メール hitoshi0311@icloud.com

㉝ 笠間人車軌道体験イベント

笠間人車軌道を押す・乗る体験 人車土鍋制作

参加費 無料 材料費 3,000 円

定員 50 名程度 10名

｢オールドパーソンズ｣(セカンドライフのおじちゃんバンド)の演奏と元ロス・インディオス、

江口修一さんのトークとリードで、昔懐かしいムード歌謡を楽しみましょう。マスク着用でご参加
えぐちしゅういち

ください。

日時 12 月 12 日（土）午後 2時～約 2時間

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1)

演奏曲 別れても好きな人、うそよ今夜も、アマン、君は心の妻だから等

定員 20 名(先着順）

参加費 2,500 円(ソフトドリンク・お茶菓子付）

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 12 月 10 日(木）

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654
はなわ

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

㉜ 懐かしのムード歌謡を楽しむ集い
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