⑮リウマチ友の会茨城支部公開講座を開催
日時 6 月 16 日（日）午後 1 時～4 時 30 分（受付：午後 0 時 30 分～）
会場 牛久市保健センター（牛久市中央 3-15-1）
内容・講師
よしおか た ろ う
講演：「薬物治療の進歩に伴う関節リウマチ治療の変化」河北総合病院整形外科部長 吉岡 太郎さん
説明会：
「障害者総合支援法の施行に伴い、関節リウマチ患者はどのような障害福祉サービス等
さとう
まこと
の受給が可能となるか」茨城県保健福祉部障害福祉課 佐藤 誠 さん
主催 公益社団法人 日本リウマチ友の会茨城支部
お の
ようこ
いのせ
ひ さ こ
猪瀬 比沙子 ℡ 0280-88-0856
問 小野 洋子 ℡ 029-801-9674

地域において外国人とも共生できる人材
を育成することを目的として、大学生・社会
人を中心に募集をします。
派遣国 韓国（ソウル他）
派遣期間 8 月 19 日(月)～24 日(土)6 日間
定員 8 名程度
（書類審査・面接による選考あり）
経費 渡航費用は市が負担しますが、パスポ
ートの取得など渡航手続きに要する
ものは自己負担になります。
募集要件
・日本国籍を有し、笠間市に居住または通勤
通学する方で、この派遣後に笠間市へ貢献
したいと考えている方
・2013 年 4 月 1 日現在で 18 歳以上 40 歳
未満の方
・その他募集要領に定める用件を満たす方
（詳しくはお問い合わせください）
選考方法
参加申込書一式、作文、健康診断書等によ
る書類審査および面接を行います。
申込方法
書類に記入の上、窓口または郵送でお申し
込みください。
※FAX またはメールでの申込みはできません。
※参加申請書一式および募集要項は窓口にあ
ります。また、笠間市ホームページからもダ
ウンロードできます。
笠間市ホームページ
http://www.city.kasama.lg.jp/
申込期限 6 月 27 日（木）必着
申・問 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1
市民活動課（内線 132）

⑥ページ

平成 25 年度から次の医療機関において、特定健康診査が受診できるようになりました。受診
希望の方は、下記の医療機関へ事前にご確認の上、受診をしてください。
対象者 笠間市国民健康保険加入者で、平成 25 年度に 40 歳以上 74 歳以下の方
実施医療機関
所在地
電話番号
石本病院

笠間市石井 2047

0296-72-4051

河村医院

笠間市笠間 223

0296-72-2121

佐藤医院

笠間市笠間 981-8

0296-72-0032

神里医院

笠間市笠間 1256

0296-72-0177

立川記念病院

笠間市八雲 2-12-14

0296-77-7211

塙医院

笠間市八雲 2-4-11

0296-77-0072

⑰「Ｂ＆Ｇスポーツ水泳大会茨城県
大会」の選手を募集

あさひクリニック

笠間市旭町 108-6

0296-78-5011

常陸クリニック

笠間市旭町 472-1

0296-78-5911

日時 7 月 6 日（土） 受付：午前 9 時
会場 常陸太田市水府Ｂ＆Ｇ海洋センター
（常陸太田市天下野町7233-2）
小学生の部
募集種目
中学生
3・4 年生 5・6 年生
50ｍ
自由形
50ｍ
50ｍ
・100ｍ
（男・女）
背泳ぎ
50ｍ
50ｍ
50ｍ
（男・女）
平泳ぎ
50ｍ
50ｍ
50ｍ
（男・女）
バタフライ
50ｍ
50ｍ
50ｍ
（男・女）
※ひとり2 種目まで参加できます。申込受付後の変更
はできません。
募集人員 小学生15名（男女）
・中学生15名（男女）
（応募多数の場合は、市内居住者を優先し抽選）
※茨城県大会の決勝進出者で、Ｂ＆Ｇ標準タイムを突
破した選手が、8 月16 日(金)・17 日(土)に東京辰巳国
際水泳場で行われるＢ＆Ｇ全国ジュニア水泳競技大会
に茨城県代表として参加できます。
申込方法
スポーツ振興課または岩間Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンターに備え付けの申込用紙に記入の上、窓
口または郵送でお申し込みください。
※電話または FAX での申込みはできません。
申込期限 6 月 14 日（金）
注意事項
・県大会当日は、笠間市役所から市のバスで選手およ
び保護者を送迎します。
集合：午前6 時20 分 出発：午前6 時30 分
・昼食は各自で用意していただくか、申込時にお弁当
をご注文ください。
（1 個600 円お茶付、当日徴収）
申・問 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1
スポーツ振興課（内線 391・392）

わたなべ整形外科

笠間市鯉淵 6266-140

0296-70-5577

ねもとクリニック

笠間市大田町 215-13

0296-77-7011

梅里クリニック

笠間市下郷 4468

0299-45-2002

笠間市立病院

笠間市中央 1-2-24

0296-77-0034

菅谷医院

笠間市下郷 4425-37

0299-45-2172

友部セントラルクリニック

笠間市鯉淵 6679-11

0296-73-4110

募 集
⑯笠間市青年海外派遣団員を募集

⑥国民健康保険「特定健康診査」の医療機関健診ができるようになりました

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

個人負担金 1,000 円
持ち物 特定健康診査の受診券、被保険者証
注意事項
・市が各保健センター等で実施する集団健診や、市で助成する健診（人間・脳ドック）
を受診する方は受診できません。（特定健康診査受診は年度内１回まで）
・各保健センター等で実施する各種がん検診は、受けることができます。
・医療機関健診において、詳細な健診項目（貧血検査・心電図検査・眼底検査）は、
医師の判断による追加項目となります。
・受診できる医療機関は、茨城県医師会特定健康診査集合契約に、今年度参加した医療機関です。
※上記以外の医療機関をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
問 保険年金課（内線 139･140）

⑦笠間市職員採用試験の説明会を開催
平成 26 年 4 月採用の笠間市職員採用試験受験予定の方を対象に、説明会を開催します。採用試
験についての説明を行うほか、若手職員からの職場紹介や、人事制度などに関する質問にも個別
に受け付けます。職場の雰囲気を知っていただくよい機会ですので、お気軽にご参加ください。
なお、この説明会への参加の有無が合否に影響することはありません。
日時 6 月 27 日（木） 午前 9 時 30 分～正午
会場 友部公民館 2 階大会議室
内容 (1)笠間市が求める職員について (2)平成 25 年度採用試験要項の説明
(3)若手職員による職場紹介
(4)採用試験・人事制度に関する相談
申込方法 事前申込が必要です。電話またはホームページからお申し込みください。
申込期限 6 月 21 日（金）
申・問 秘書課（内線 551・552）
ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/news.php?code=1077
いばらき電子申請・
届出サービスへ

飼い犬の登録をし、狂犬病予防注射を受けましょう。

③ページ

