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⑪ ママ・リフレッシュ ～お茶会～ 

⑫ 看護の仕事 相談会 
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⑳友部図書館 からのご案内 
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 「チェルノブイリ 28年目の子どもたち」 

㉗  6月の地域ポイント対象事業 
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 ①  「スマホ」による上下水道料金の納付ができるようになります 
 
 6月 1日(土)から、市税等に加えて上下水道料金が「スマホ」で納付できるようになります。 

○納付できる上下水道料金 

 ・水道料金 

 ・公共下水道使用料 

 ・農業集落排水使用料 

○方法 

 ヤフーアプリのホーム画面右下の「その他」メニュー内にある「QR・バーコード読み取り」を

タップしてカメラを起動してください。納付書のバーコードを読み取って納付します。 

※手数料はかかりません（通信料は利用者の負担になります）。必要なものはヤフーアプリだけです。 

※詳しい使い方はガイドページをご覧ください。 

 https://money.wallet.yahoo.co.jp/rd/5ya 

問 水道課（内線 71231） 下水道課（内線 71130）           

                                         QRコード 

   【回覧】お早めに回してください  全 12ページ (A3…3枚)      ①ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 皆さんの意見をお聞かせください ～パブリック・コメント手続き制度～ 
 
 次の案件について、パブリック・コメントを行います。皆さんのご意見、ご提案をお聞かせく

ださい。「パブリック･コメント手続制度」は、市の主要な施策や事業の立案を行う際に、素案を

広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制度です。実施期間中は市ホームページ、市役

所本所・各支所、各公民館、各図書館で素案を閲覧できます。（市ホームページ⇒「パブリック・

コメント」で検索） 

案件名  デマンドタクシーかさまの運行について（乗車料金の見直し等） 

案の趣旨  

 「デマンドタクシーかさま」は、平成 20 年 2 月の運行開始以降、乗車人員が年々増加するな

ど市民の皆さんの移動手段として定着してきました。これまで、土曜日の運行などサービスの拡

充を図り、今年度からは乗継の解消に向けて乗入れエリアを拡大した試験運行を行っています。

今後も乗車人員の増加にともない、運行経費の増加も見込まれることから、利用料金の見直しを

含めたサービスの充実について検討を進めています。 

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください（書式自由）。 

 ※ いただいたご意見は、市からの回答とともに笠間市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 5月 16日（木）～6月 4日（火） 

提出先・問  企画政策課（内線 556） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

                        FAX 0296-77-1390  メール  info@city.kasama.lg.jp 

             

 

 

 ③ 放課後児童クラブ夏休み一時入所を受け付けます 
 
夏休み期間中の 7月 20日（土）～8月 31日（土）に家庭保育を受けられない児童を、各小学

校に設置している放課後児童クラブでお預かりします。 

 なお、定員超過している放課後児童クラブについては、入所できない場合がありますのでご了

承ください。 

入所基準 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別の理由がある方 

受付場所 子ども福祉課 各支所福祉課 

申込方法 保育できない証明書等(保護者数分)を添付して窓口でお申し込みください。申込書は

     市ホームページからもダウンロードできます。 

     ※FAXや郵送による申し込みはできません。 

申込期間 5月 20日（月）～ 6月 14日（金） 

申・問 子ども福祉課（内線 165） HP  http://www.city.kasama.lg.jp/ 

 

  ④ 交通遺児育英会の奨学生を募集します 
 
 交通遺児に無利息で奨学金を貸与します。奨学生募集には、進学前に貸与を予約する予約募集

と、進学後に申し込む在学募集があります。学校別に応募資格・募集期限等がありますので、詳

しくはお問い合わせください。 

応募資格  保護者等が自動車やバイクの事故など、道路における交通事故で死亡した場合や重い 

後遺障害のために働けないなど、経済的に修学が困難な生徒・学生であること。応募者

が生まれる前に保護者が後遺障害となった場合も含みます。（申込時に 25歳までの方） 

申込方法 電話でお申し込みください。該当する学校の「奨学生募集案内・願書」を郵送します。

また、ホームページからも応募書類の申し込みおよびダウンロードが可能です。応募

書類中の「願書」に必要事項を記入の上、添付書類を整え提出してください。 

申・問 （公財）交通遺児育英会奨学課  ℡ 0120-52-1286  HP https://www.kotsuiji.com 

②ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ クスサン（別名シラガタロウ）に注意しましょう 
 
 栗の木の葉を食べてしまうクスサンという害虫が、5月頃から発生してきます。若齢幼虫期は

黒い色をしていて、大きくなるにつれて淡黄緑色に変わり、8センチメートルにも達します。大

きくなると、あっという間に栗の木の葉を食べてしまいます。  

 栗畑の見回りをして、集団で加害している黒い若齢幼虫の段階で、すぐに捕殺することが重要

です。必ず大きくなる前に数を減らしましょう。 

問 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701 農政課（内線 526） 

 ⑥ 農作物被害防止機器の購入費の一部を補助します 
 
対象 農作物の鳥獣被害を防止するために被害防止機器を市内農地に設置する方 

対象機器 電気柵や防護柵等、鳥類被害防止電子機器 

補助額  1.個人設置：購入費の 1/4以内 

    2.共同設置（3戸以上）：購入費の 1/3以内 

      （20,000円/人を限度とし、設置面積が 1ha以上の場合は 30,000円/人を限 度とする。

     ただし補助額に 1,000円未満が生じた場合は切捨てとする。） 

    3.非農家設置（家庭菜園等）：購入額の 1/5以内 

    （10,000円/人を限度とし、補助額に 1,000円未満が生じた場合は切捨てとする。） 

申込方法 補助金等交付申請書、見積書（単価のわかるもの）、印鑑（ゴム印不可）を、窓口へ

     提出してください。 

※必ず、購入前に申請してください。 

※1.個人設置と 3.非農家設置の方は、市補助と同額の県補助を受けられます。 

申・問 農政課（内線 527） 

 

 ⑧ アルバイトの労働条件を確かめよう 
 
 学生がアルバイトをする際、「労働条件が明記されていない」「適切に賃金が支払われない」と

いった法令違反により、トラブルに巻き込まれることがあります。茨城労働局では、4月から夏

休み前の 7月末まで、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すキャンペーンを実施してい

ます。アルバイトでおかしいと思ったら、情報確認や電話相談をしましょう。 

問  茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295 

  労働相談ホットライン ℡ 0120-811-610 

  厚生労働省 HP   http://www.check-roudou.mhlw.go.jp/parttime/ 

 

 ⑦ 禁煙週間 2020年、受動喫煙のない社会を目指して 

   ～たばこの煙から子どもたちをまもろう～ 
 
世界保健機関（WHO）では、毎年 5月 31日を「世界禁煙デー」と定め、喫煙しないことが一般

的な社会習慣となることを目指した「たばこか健康かに関する活動計画」を進めています。厚生

労働省も世界禁煙デーの 5月 31日（金）から 6月 6日（木）までの一週間を禁煙週間と定め、

さまざまな施策を実施する予定です。 

市では、平成 30年 2月に「笠間市が管理する公共施設の受動喫煙防止対策に関する指針」を

策定し、禁煙を推進し、効果的な受動喫煙防止対策を実施していきます。喫煙の健康への影響を

理解し、禁煙したい方は、医療機関の禁煙外来を利用しましょう。 

 市民の皆さんの健康増進を図るため、喫煙率の減少に向けた積極的な取り組みをお願いします。 

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 
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  国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。    ③ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 国民健康保険  人間ドック・脳ドックの費用助成 

    を再募集します 
 
助成額 人間ドック：20,000円、脳ドック：25,000円  

申込期間 5月 17日（金）～6月 6日（木）※土日を除く  

申込方法 窓口で直接お申し込みください。応募用紙は市役所本所、各支所にあります。 

持ち物 保険証 

申込結果  当選・落選にかかわらず、6月末までに申込結果を送付します。 

注意事項 先着順ではありません。応募者が定員を超えた場合は、抽選により当選者を決定しま

     す。10月以降の受診分から消費税増税により個人負担額が変更になります。すでに人

      間ドック・脳ドック費用助成に当選されている方は申し込みできません。 

【国民健康保険】 

対象者  平成31年4月1日現在40歳以上で受診日に74歳以下の笠間市国民健康保険の被保険者で

          国民健康保険税を完納している世帯 

    ※受診日に 75歳の誕生日を迎える方は、応募できません。 

人間ドック 

人間ドックを申し込まれた方は、笠間市保健センターの実施する特定健診や医療機関健診は受診

できません。 

   個人負担金 

実施機関名 所在地 電話番号 9月末まで 10月～ 定員 

笠間市立病院 笠間市 0296-77-0034 19,960円 20,700円 8 

水府病院 水戸市 029-309-5000 22,120円 22,900円 10 

水戸医療センター 茨城町 0292-40-7712 23,200円 24,000円 16 

脳ドック 

平成 29年度および平成 30年度に市の脳ドックの補助を受けた方は応募できません。 

 妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療を受

けている方、閉所恐怖症の方は脳ドックのお申し込みはできません。 

 個人負担金 

実施機関名 所在地 電話番号 9月末まで 10月～ 定員 

大久保病院 
水戸市 

029-254-4555 26,000円 9 

水戸済生会総合病院 029-254-9044 34,400円 35,500円 30 
 

申・問 保険年金課（内線 139） 

    笠間支所市民窓口課（内線 72123） 岩間支所市民窓口課（内線 73182） 

 

 

  

 

  

 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が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、茨城県子ども家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県福祉相談センター（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/  （「子ども家庭課」で検索） 

 

ご存知ですか？里親制度 

 

                                   

 
④ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑩ 母子家庭等自立促進のための介護事務講座 

  を実施します 
 
 母子家庭等の方を対象に、就労支援として介護事務講座を実施します。 

日時 11月 10日(日)～日曜日のみ全 8回 午前 10時～午後 4時 

場所 茨城県母子寡婦福祉連合会（水戸市八幡町 11-52ラーク・ハイツ内） 

対象 母子家庭の母・父子家庭の父 寡婦家庭で全日程出席でき今後就労を希望する方 

定員 20名 

参加費 テキスト代 3,000円、ボランティア保険加入代 224円、試験代 6,500円 

申込方法 郵送、または FAXでお申し込みください。 

申込期限 9月 30日（月）(消印有効) 

その他 託児所を利用できます(2歳児以上)。事前に登録が必要です。 

    ひとり親家庭となって 7年未満の方で前年度の所得が一定以下の方は、交通費の一部が

支給されます。 

申・問 （社福） 茨城県母子寡婦福祉連合会 母子・父子福祉センター 

    〒310-0065  水戸市八幡町 11-52ラーク・ハイツ内  ℡ 029-221-8497 FAX  029-221-8618 

 

  ⑪ ママ・リフレッシュ ～お茶会～ 
 
 子育てをがんばっているママさん、和のおもてなしでホッとひと息しましょう。 

日時  6月 11日（火）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） 

対象 市内在住の 0～2歳のお子さんとその母親（託児付き） 

講師 貞
さだ

廣
ひろ

 可代子
か よ こ

さん 

参加費 無料 

定員 10名（先着順） 

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  6月 1日(土)～10日（月） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 
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     仕事帰りにもご利用ください！市役所窓口時間の延長について                 
 
 笠間市役所本所および各支所では、窓口の受付時間を次のとおり延長しています。ぜひ、ご利用

ください。 
 

受付場所 延長日時 延長している課（内線番号） 

笠間市役所本所 
毎週水曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

・市民課（147）・保険年金課（139） 

・税務課（112）・収税課（118） 

笠間支所 
毎週木曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 市民窓口課（笠間 72122・岩間 73181） 

(戸籍・住民票関係、印鑑証明関係、国保関係) 
岩間支所 

毎週火曜日（祝日は除く） 

午後 5時 15分～7時 30分 

 

  小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。   ⑤ページ  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ メディカルカフェ～みんなの相談室～ 
 
コンセプトは、いつか妊娠を考えるすべての女性のこころとからだの健康づくりです。ご自身

のことでの参加はもちろんのこと、ご家族にお年頃の娘さんがいらっしゃる方の参加も大歓迎で

す。医師や管理栄養士、保健師などさまざまな職種のスタッフとお茶を飲みながら、気軽にお話

を聞いてみませんか。 

日時  6月 13日（木）午後 2時～3時 30分 受付：午後 1時 45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 講話：「妊娠前に準備すること～プレコンセプションケアについて～」、相談等 
講師 笠間市立病院 稲葉

い な ば

 崇
たかし

さん 
定員     20名（先着順） 

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・問  地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 

 ⑫ 看護の仕事相談会 
 
 専任就業相談員がハローワークに出向き、看護職の就業相談、進路相談に応じます。相談無料、

事前申し込み不要、履歴書不要ですので、お気軽にお越しください。 

日時 毎月第 3木曜日 午前 9時 30分～正午 

場所 ハローワーク水戸（水戸市水府町 1573-1） 

申 茨城県ナースセンター ℡ 029-221-7021 

    

  

 

 ⑭ もの忘れ相談会 
 
 相談会では、もの忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困

り事に対し、経験豊富な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  6月 12日（水）午後 2時～4時  

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
た や ま

 香代子
か よ こ

さんとの個別相談 

定員 先着 3名（1組につき 1時間程度） 

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 6月 7日（金） 

申・問 地域包括支援センター ℡  0296-78-5871 

 

 

     急な病気で心配なとき、医療機関をお探しのときはご利用ください。 

      （24時間 365日対応） 

      子ども救急電話相談 ＃8000または ℡ 03-5367-2367 

⑥ページ  おとな救急電話相談 ＃7119または ℡ 03-5367-2365    

      

                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 親子すこやか宿泊研修事業 
 
 県内の母子家庭のお母さんとお子さんが、地域を越えて交流と楽しい体験ができる宿泊研修の

参加者を募集します。 

日時  9月 21日（土）午後 2時～   22日（日）午後 1時まで  ※現地集合、現地解散 

場所 茨城県立児童センター こどもの城（大洗町磯浜町 8249-4） ℡ 029-266-3044         

対象 母子家庭の親子（お子さんの年齢が年長児から中学 2年生まで） 

定員 80名（定員を超えた場合は抽選） 

参加費 1世帯 500円 

申込方法  電話でお申し込みください 

申込期限  8月 16日（金） 

申・問  茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-8497 

 

 ⑰ ごみを考える会   フリーマーケット 
 
 家庭で眠っている日用品や衣類など、使わなくなったものをもう一度生かしてみませんか。出

品するものは、家庭菜園の採れたて野菜やふぞろいの野菜、お米などの農作物、鉢花、手工芸品

なども大歓迎です。 

売るのも買うのも、見るのも楽しいフリーマーケットです。お気軽にお越しください。 

日時 6月 8日（土）午前 9時～午後 2時 受け付け：午前 8時 30分 

※雨天時は 6月 9日（日）に延期 

場所 友部公民館前広場（笠間市中央 3-3-6） 

参加費 一区画 500円 

出店方法 当日会場でお申し込みください。※小中学生は保護者同伴 

問 ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028 

 

 

  

 

 ⑮ イングリッシュ・スペース 
 
 英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい、という方はネイティブスピーカーと

英語で触れ合うチャンスです。英会話やゲームなどのいろいろなアクティビティをします。英語

が苦手な方でも参加できる内容です。お気軽に参加ください。 

日時  6月 4日（火） 昼の部：午後 2時～3時、午後 3時～4時 

           夜の部：午後 7時～8時   

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 イアン・ホリカワさん 

    英語指導助手 ソフィ・ピルグリムさん 

対象  市内在住、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   6月 3日（月） 

申・問  市民活動課（内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp 
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         猫は屋内で飼いましょう。        ⑦ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ⑳ 友部図書館 からのご案内 
 

○講演会「やきものの美と日本文化」 

 人間性を重視した新視点の工芸論で注目されている出川
いでがわ

 直樹
な お き

さんによる講演会です。 

日時 6月 15日（土）午前 10時～正午 開場：午前 9時 30分  

場所 友部図書館 2階 視聴覚室（笠間市平町 2084） 

講師 出川
いでがわ

 直樹
な お き

さん 

対象 中学生以上 

定員 50名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 お申し込みは不要です。当日会場にお越しください。 

問 友部読書会連合会 伊藤
い と う

 アキノ ℡ 0296-77-3875 
 

○夏の手作り絵本教室 

 仕掛けをめくると、お話の世界がひろがる絵本を作ります。 

日時 7月 27日（土）、8月 3日（土）午前 9時 30分～正午 

場所 友部図書館 2階 視聴覚室（笠間市平町 2084） 

対象 3歳から高校生まで（8歳以下は保護者同伴）で両日とも参加できる方 

定員 20名（先着順） 

参加費 無料 

申込方法 窓口でお申し込みください。 

申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 

 

 

 

 

 

 ⑲ 父の日特別企画   親子で料理教室 
 
日時 6月 9日（日）午後 2時～3時 30分 

場所 フジフーズ（株）水戸工場（笠間市押辺 2741-8） 

講師 滝
たき

 智則
とものり

さん 

内容 メニュー：父の日チラシ寿司&レアチーズケーキ 

対象 3歳～12歳のお子さんと保護者 

定員 12名（定員になり次第締め切り） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。   

申・問 フジフーズ（株）水戸工場 担当：塚本、大枝 ℡ 0299-37-6400  

 

 ⑱ 市内遺跡調査展 
 
 市教育委員会で実施した、平成 27、28年度の市内遺跡の調査成果について、展示を行ってい

ます。入場は無料ですので、笠間の歴史に興味のある方はぜひご来場ください。 

日時 6月 30日(日)まで 午前 9時～午後 10時(月曜休館) 

場所 かさま歴史交流館井筒屋 2階歴史展示コーナー(笠間市笠間 987)  

問 生涯学習課（内線 382） 

  

 

広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。    
⑧ぺージ    http://www.city.kasama.lg.jp/            

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 笠間公民館   講座のご案内 
 
○シニア交通安全教室 ～ドライブレコーダーを活用した交通安全教室～ 

 ドライブレコーダーを一週間無料で設置し、運転分析と走行のアドバイスを行います。 

日時 6月 27日(木）、7月 25日(木)  午前 10時～11時 30分 

講師 茨城県生活文化課 

参加費 600円(全 2回当日徴収) 

定員 20名（うち装着 4名） 
 
○ 笠女アップ講座 ～いつまでもきれいな女性でありたい～ 

 基本の顔のお手入れのアドバイス等と指先のお手入れ&ネイル体験を行います。 

日時 6月 14日(金）・28日(金）、7月 26日(金）午前 10時～11時 30分 

講師 吉川
きっかわ

 コスメティック、薗部
そ の べ

 まゆみさん 

参加費 900円、教材費 400円（全 3回当日徴収） 

定員 10名  
  
○ 脳元気講座 ～元気な今だから知ってもらいたい～ 

 シナプソロジー、在宅介護、長生きのコツ、終活など自分や家族を守るために楽しく学びましょう。 

日時 6月 7日(金)・21日(金)、7月 5日(金)・19日(金）午前 10時～11時 30分 

講師 森
もり

 久
ひさ

紀
のり

さん 

参加費 1,200円(全 4回当日徴収) 

定員 15名 
 
場所 笠間公民館（笠間市石井2068-1） 

申込方法  窓口で直接または電話でお申し込みください。（各先着順） 

申・問   笠間公民館  ℡  0296-72-2100 

 

 

 

 

 ㉒ おいしいコーヒーの入れ方教室 
 
 テレビ番組にも出演し、コロンビアで自社農園を経営する専門家から、コーヒーの歴史とおい

しい入れ方を学んでみませんか。 

日時 7月 7日（日）午前 10時～正午 

場所 友部公民館 大会議室（笠間市中央 3-3-6） 

講師 （株）サザコーヒー代表取締役会長 鈴木
す ず き

 誉
よ

志男
し お

さん 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 30名（定員を超えた場合は抽選） 

   ※募集人員に満たないときは、開講できない場合があります。 

参加費 受講料 300円、別途材料費 600円  

申込方法 最寄りの公民館窓口で直接、または FAXかはがきで講座名、郵便番号、住所、氏名（フ

     リガナ）、年齢、性別、日中連絡のとれる電話番号を記入の上、申し込みください。F

     AX送信後、必ず確認の電話をお願いします。なお、電話での申し込みはできません。 

申込期限 6月 11日（火）必着 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（月曜日休館） 

申  笠間公民館 FAX 0296-72-2103 〒309-1613 笠間市石井 2068-1 

   友部公民館 FAX 0296-78-3278 〒309-1737 笠間市中央 3-3-6 

   岩間公民館 FAX 0299-45-7612 〒319-0294 笠間市下郷 5140 

問 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 
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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。⑨ページ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ㉔ 花と緑のまちなみコンテスト 
 
 花と緑のある美しいまちづくりを推進するため、市内の家庭や街の中の花と緑を題材とした写

真を募集し、コンテストを実施します。 

部門 個人部門、団体・企業部門 

対象 市内に居住する個人または市内に事務所を有する団体等 

応募条件 参加者自ら花壇等の植込み管理一切を行っていることを条件とします。 

形式は花壇、室外のフラワーポット、ハンギングバスケット等、「花と緑」にある程  

                      度まとまりのあるものであれば参加できます。花壇等と一体になったグリーンカーテ

                      ンについても対象とします。 

※花壇等の設置そのものを業とする場合は対象外とします。 

審査・賞品  審査発表は 9月に行い、部門別に最優秀賞 1点、優秀賞 2点を決定します。 

      また、ご応募いただいた方全員に参加賞を差し上げます。 

 最優秀賞：1万円の商品券、優秀賞：5千円の商品券 

応募方法  応募用紙に住所・氏名・電話番号・応募区分・植物の種類・コメント（工夫したこと、

      生育の状況など）を記入し、写真を添えてお申込みください。（応募用紙は市のホ ー

     ムページか窓口でお配りしています。） 

                      ※メールでの応募も可能です。 

【写真の枚数】 3枚以上 5枚以内（遠景および近景の写真） 

【写真のサイズ】 L版または 2L（A4用紙にプリントアウトしたものでも構いません。） 

応募締切 8月 30日（金）必着 

申・問 笠間市民憲章推進協議会事務局 市民活動課内（内線 132） 

       〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  メール info@city.kasama.lg.jp  

 

 

  

 

 ㉓ 茨城アストロプラネッツを応援しよう 
 
 今年からプロ野球独立リーグに参入した茨城アストロプラネッツの公式戦が総合運動公園内

の市民球場で行われます。チームには、笠間市出身の投手 矢萩
や は ぎ

 陽一
よういち

朗
ろう

さんも在籍しています。

当日の登板も期待されますので、ぜひ観戦にお越しください。 

日時 6月    1日（土）VS群馬ダイヤモンドペガサス 

   6月 29日（土）VS埼玉武蔵ヒートベアーズ 

    プレイボール：午後 1時（開場：正午） 

場所 総合運動公園市民球場（笠間市箱田 867-1） 

入場料 大人 1,000円 小中学生 500円 未就学児、障害者手帳をお持ちの方は無料 

    ※当日、市民球場でお求めください。 

問 ㈱茨城県民球団  ℡ 029-869-4343 スポーツ振興課（内線 392） 

  

 

 
  ｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。 
⑩ページ     http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）  
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉕ 第 20回 歌声広場 ～大きな声で一緒に歌いましょう～ 
 
 ギター、ウクレレ、フルートの伴奏に合わせて童謡唱歌、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と一緒に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、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

 事前の申し込みは不要です。お気軽にご参加ください。 

日時 6月 18日（火）午後 1時 30分～3時 

場所 友部公民館 3階   大ホール（笠間市中央 3-3-6） 

対象 シニア 

演奏者 音楽ボランティアグループ「ローサス」 

参加費 無料 

持ち物 飲み物 

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402 

 

 ㉖ 上映会とトーク    「チェルノブイリ 28年目の子どもたち」 
 
 チェルノブイリ事故から今年で33年目を迎えました。あらためて、原発事故とは何だったのか、

一緒に考えてみませんか。入場は無料です。 

日時 場所 定員 

6月 8日（土） 
午後 1時 30分～4時 

開場：午後 1時 15分 

 

地域交流センターともべ 

（笠間市友部駅前 1-10） 
100名 

6月 9日（日） 
地域交流センターいわま「あたご」 

（笠間市下郷 4438-7） 
50名 

6月 15日(土） 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 50名 

問 ちょっと待った再稼働  笠間市民の会   平山  ℡  090-2312-6747 
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 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課（内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

  

 

 デマンドタクシーかさま 予約センター  ℡ 0296-70-9000       
  おかけ間違いにご注意ください。              ⑪ページ 
                  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗ 6月の地域ポイント対象事業 
 
 地域ポイント制度は、市民活動に新たな価値を付加することで、市民の皆さんがまちづくりに 

参加する機会を増やし、活動のやりがいや楽しみを感じながら市民活動を続けることを支援して

いくための制度です。 

【一般参加事業】 

日時 事業名 場所 問 

17日（月） 

28日（金） 午前 9時～11時 

午後 1時 30分～3時 

健康診査 

地域福祉センターいわま 

保健センター 

℡77-9145 

24日（月） 

27日（木） 
保健センター 

19日（水） 

20日（木） 

21日（金） 

午前 10時～11時 30分 

午後 1時 30分～2時 30分 

笠間ショッピングセンター 

ポレポレ 

26日（水） 
午前 10時～11時 

午後 1時 30分～2時 30分 
大橋公民館 

 
【事前申込事業】※事前に申込みが必要な事業です。 

日時 事業名 場所 問 

4日（火） 午前 10時～10時 30分 

午後 12時 30分～1時 
子宮頸がん 

乳がん検診 

地域福祉センターいわま 
保健センター 

℡77-9145 
30日（日） 笠間公民館 

13日（木） 午後 12時 30分～1時 保健センター 

8日（土） 午後 7時～8時 30分 

天神の里 

ゲンジボタル

観察会 

ビオトープ天神の里 
環境保全課 

 (内線 125） 

9日（日） 

11日（火） 

午前 7時～10時 30分 総合健診 

笠間公民館 
保健センター 

℡77-9145 18日（火） 地域福祉センターいわま 

25日（火） 保健センター 
 
◆病院ボランティア 【市立病院】1Pt 

 病院ボランティア員として事前に登録をし、市立病院内で医師、看護師その他の職員と協力し

て活動をしてくれる方を随時募集しています。  

問 市立病院経営管理課 ℡  0296-77-0034 

【団体協力事業】※団体との協力事業のため、団体等への入会が必要です。 

◆音訳サービス  【笠間図書館・岩間図書館】1Pt 

 「広報かさま」や「議会だより」などを音訳する活動をしたときにポイントを発行します。 

◆おはなし会【笠間図書館・岩間図書館・友部図書館】1Pt  

◆ブックスタート【友部図書館・岩間図書館】1Pt 

 関係団体に入会し、当事業にスタッフとして協力したときにポイントを発行します。 

問 友部図書館  ℡ 0296-78-1200 笠間図書館  ℡  0296-72-5046  岩間図書館   ℡  0299-45-2082 

☆2019.4.30現在≪登録状況≫ 3,638人（男性）844人（女性）2,794人 

問   【ポイント制度について】市民活動課（内線 133） 

    【各種活動内容、その他詳細について】各担当連絡先へお問い合わせください。 

    【市民活動ポータルサイト】http://www.city.kasama.lg.jp/kapoca  
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