すいとう

⑬高齢者の運転免許自主返納を支援します

⑮「第 2 回歌声広場」を開催します

⑪10 月から水痘と高齢者の肺炎球菌予防接種が定期接種となります

笠間市では、交通事故を防止することを
目的として、運転に不安を感じて運転免許を
自主返納された高齢者への支援を行ってい
ます。
対象 次のすべてに該当する方
・市内に住所を有する 65 歳以上の方
・有効期間のある運転免許を全部返納して
6 か月以内であり、警察署で運転免許の取
消通知書または運転経歴証明書の交付を
受けている方
・市税を完納している方
支援内容
・
「デマンドタクシーかさまの回数券」また
は「市内タクシー利用券」、
「市内定期バス
回数券」のいずれか（12,000 円相当額）
を贈呈
・住民基本台帳カードを無料交付
※住民基本台帳カードの交付を受けるた
めに、運転免許証等の身分証明書が必要
となりますので、返納する前に手続きす
ることをお勧めします。
申請方法
運転免許の取消通知書または運転経歴証明
書、印鑑を持参のうえ、市民活動課窓口でお
申し込みください。
申・問
【支援について】 市民活動課（内線 135）
【住民基本台帳カードについて】
市民課（内線 147）
笠間支所市民窓口課（内線 72102）
岩間支所市民窓口課（内線 73183）
【運転免許の自主返納について】
笠間警察署交通課 ℡ 0296-73-0110

ギターやフルートの伴奏に合わせて、童

10 月から、水痘（水ぼうそう）と高齢者の肺炎球菌が定期予防接種となります。接種対象は次
のとおりです。対象となる方には、9 月下旬頃に接種方法等詳細について個別にお知らせします。

じ ょじ ょう か

謡、昭和歌謡、懐メロ、抒情歌、フォークソ
ング、ポピュラーなど、みんなで大きな声で
歌いませんか。
歌が好きな仲間と明るく楽しい時間を過
ごして、脳を活性化させましょう。お気軽に
ご参加ください。
日時 9 月 9 日（火）
午後 1 時 30 分～3 時（午後 1 時開場）
会場 友部図書館 2 階視聴覚室
（笠間市平町 2084）
演奏者 ボランティア演奏グループ
「ローサス」
定員 100 名（先着順）
参加費 無料（飲み物は各自持参）
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期限 8 月 31 日（日）
申・問

よ しざ わ

吉澤

℡ 0296-77-2402

⑯「笠間市くらしのガイドブック」配付
時期変更のお知らせ
笠間市と㈱サイネックスが官民共同事業
で発行し、7 月下旬に各戸に配付を予定して
いました「笠間市くらしのガイドブック」は、
作成作業の遅延が生じたため、配付時期を 9
月下旬～10 月初旬（予定）に変更させてい
ただきます。ガイドブックは発行次第、各戸
に配付します。
市民の皆様ならびに関係各位にお詫び申
し上げます。
問 秘書課（内線 225）

⑭「第 23 回ともべ舞踊の会」を開催します
日時
会場

9 月 7 日（日）午前 10 時 30 分開演
友部公民館 3 階大ホール
（笠間市中央 3-3-6）
主催 ともべ舞踊連合
後援 笠間市教育委員会
問

ほ し の

星野

⑥ぺージ

ひ ろ こ

弘子

℡ 0296-77-0522

皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。

【水痘予防接種】
対象 生後 12 月から生後 36 月に至るまでの間にある方（1 歳～3 歳未満）
標準的な接種年齢 初回接種：生後 12 月から生後 15 月に至るまでに１回
追加接種：初回接種終了後 6 か月から 12 か月に至るまでの間隔をおいて 1 回
回数・間隔 3 か月以上の間隔をおいて 2 回
経過措置 生後 36 月から生後 60 月に至るまでの間にある方（3 歳から 5 歳未満）に 1 回接種
（平成 26 年度のみ）
注意点 すでに水痘にかかったことがある方は、対象外となります。任意接種として水痘ワクチ
ンを受けたことがある方は、すでに接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
【高齢者肺炎球菌予防接種】
対象 ・65 歳の方（経過措置終了後の平成 31 年より実施）
・60 歳以上 65 歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫の機能に障害を有する方
回数 1 回（23 価ワクチン）
経過措置 ・当該年度に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳となる方
（平成 26 年度～平成 30 年度）
・101 歳以上の方（平成 26 年度のみ）
注意点 任意接種としてすでに肺炎球菌ワクチン（23 価ワクチン）を受けたことがある方は、対
象外となります。
問

健康増進課（内線 591）
友部保健センター ℡ 0296-77-9145
笠間保健センター ℡ 0296-72-7711
岩間保健センター ℡ 0299-45-7888

⑫「水戸ホーリーホック」ホームゲームメインスタンド席無料招待のお知らせ
笠間市は、水戸ホーリーホックのホームタウンの一つとして「FC 水戸ホーリーホック」を応援
しています。
8 月 24 日（日）を『笠間市の日』と題し、J2 公式戦「水戸ホーリーホック VS 愛媛 FC」におい
て、笠間市在住の方をメインスタンド席に無料招待します。ぜひ、この機会に水戸ホーリーホッ
クの試合を臨場感あふれるスタジアムで観戦してみませんか。
【試合の概要】
日時 8 月 24 日（日）午後 6 時キックオフ
会場 ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市小吹町 2058-1）
対戦相手 愛媛 FC (8 月 4 日現在、J2 第 16 位)
【チケットの配布方法】
配布日時 試合当日（8 月 24 日）午後 3 時 30 分～
座席種別 メインスタンド席（エリア指定。座席指定ではありません。）
※希望者多数の場合、ゴール裏（芝生席）になる場合があります。
配布場所 ケーズデンキスタジアム水戸 メインスタンド入場口付近の特設テント
持ち物 笠間市在住であることが確認できるもの（大人：運転免許証等、小中学生：学校の名札等）
問 スポーツ振興課（内線 391）
FC 水戸ホーリーホック公式ホームページ http://www.mito-hollyhock.net/

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。

⑤ページ

