
■ お知らせ 

① 不要になった小型家電製品を回収しています 

②新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 

  についてご案内します 

③ 特設無料人権相談を開設します 

④  4 月の子宮頸がん･乳がん検診を実施します 

⑤ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会を 

  開催します 

⑥ 歯周疾患検診の検診期限が迫っています 

⑦ 高齢者の運転免許自主返納を支援します 

⑧ 労働基準監督官採用試験を実施します 

⑨ 介護支援専門員の更新研修および再研修を 

  実施します 

⑩ 笠間地区建設高等職業訓練校の生徒を 

  募集します 

 

 

⑪ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に 

  向けての相談会を開催します 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑫ ママ・リフレッシュ～リンパマッサージ～ 

⑬ ICT(情報通信技術）を活用した観光戦略講演会 

⑭ 花の名所プロジェクト｢スイセンを植えよう｣ 

⑮読み語りの会 

⑯ 春休み特別企画  科学実験教室 

⑰友部駅前フリーマーケット 

⑱  地域交流センターいわま 

 「スプリングコンサート」 

⑲かさま落語会 しょの二十四 

⑳  出会いパーティー 
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 ① 不要になった小型家電製品を回収しています 
 
 市では不要になった小型家電製品の回収を行っています。貴重な金属資源のリサイクルにご協

力ください。 

回収場所 環境保全課 笠間支所地域課 岩間支所地域課 

回収方法 直接お持ちください。（回収手数料はかかりません。） 

留意事項  ①個人情報は必ず消去してからお持ちください。 

 ②危険防止のため、分解した小型家電の持ち込みはご遠慮ください。 

 ③取り外しが容易な乾電池やバッテリー等は外してお持ちください。 

回収品目 デジタルカメラ、ゲーム機、ACアダプタ、計算機、電子手帳、携帯音楽プレーヤー、

ビデオカメラ、携帯電話・スマートフォン、カーナビ、ラジオ、ルーター・スイッチ、

ICレコーダー、補聴器、ポータブル DVD・BDレコーダー/プレーヤー、電子書籍端末、

ノートパソコン、タブレット端末、磁気ディスク装置等（ハードディスク・USB メモ

リ・メモリーカード）、ゲームソフト（CD・DVD を除く）、電子体温計、電気式温湿度

計、電子式ヘルスメーター、電子式ベビースケール、デジタル歩数計、フィルムカメ

ラ、ヘアードライヤー、電気かみそり、電気脱毛器、電動歯ブラシ、電子時計、電気

時計 計 31品目 

     ※各回収品目の付属品（リモコン等）も対象となります。 

問 環境保全課（内線 126） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

 

【回覧】  お早めに回してください 全 8ページ (A3…2 枚)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口についてご案内します 
 
【帰国者・接触者相談センター】 

「帰国者・接触者相談センター」では、新型コロナウイルス感染症が疑われる方の相談を受け付

けています。同センターでは、相談内容から同感染症の疑いがあると判断した場合、その方へ適

切な診察を行う「帰国者・接触者外来」への受診調整を行っています。 

相談先 水戸保健所 

電話番号 029-241-0100 

受付時間 午前 9時～午後 5時（平日のみ） 

相談目安 

・風邪の症状や 37.5度以上の発熱が 4日以上続く方 

（解熱剤を飲み続けなければならない方も同様です。） 

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方 

以下のような方は重症化しやすいため、上記の状態が 2日程度続く場合にはご

相談ください。 

・高齢者 

・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）の基礎疾患がある方や透析を受けて

 いる方 

・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 

妊婦の方へ 
妊婦の方については、念のため重症化しやすい方と同様に、早めに帰国者・接

触者相談センターにご相談ください。 

お子さんを 

お持ちの方へ 

小児については、現時点で重症化しやすいとの報告はなく、新型コロナウイル

ス感染症については、相談目安どおりの対応をお願いします。 
 
【新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口】 

相談先 厚生労働省 
茨城県 

茨城県庁内 水戸保健所 

電話番号 
0120-565653 

(フリーダイヤル) 
029-301-3200 029-241-0100 

FAX 03-3595-2756   

受付時間 
午前 9時～午後 9時 

（土日・祝日も実施） 

午前 9時～午後 5時 

（平日のみ） 

相談内容 
新型コロナウイルス感染症に関する相談、感染予防に関すること、心配な症状

が出たときの対応など 
  
【一般的な健康相談】 

相談先 笠間市保健センター 

電話番号 0296-77-9145 

受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（平日のみ） 

相談内容 日常的な健康管理に関すること 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 



詳細はこちら 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会を開催します 
 
 都市部から移住し、笠間の PRや地域活動に取り組む地域おこし協力隊の活動報告会を開催し

ます。3月末で任期満了を迎える河又隊員、久保隊員は最後の報告会となります。 

 申し込みは不要です。ぜひお越しください。 

日時  3月 23日（月）開会：午後 6時 30分 開場：午後 5時 30分 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

参加費 無料 

問 秘書課（内線 224）  
 
○久保・河又協力隊ラストイベント「エコバッグスタンプラリー」 

 協力隊の任期満了を迎える河又隊員、久保隊員が企画した協力隊ラストイベント「エコバッグ

スタンプラリー」を開催します。ぜひご参加ください。 

日時  2 月 22 日（土）～3 月 22 日（日） 

内容 ①エコバッグ設置施設：かさま歴史交流館井筒屋、笠間の家、石の百年館、岩間図書館、

   地域交流センターともべ、地域交流センターいわま、笠間市役所秘書課、カフェナナイロ 

   ②スタンプ押印場所： 笠間クラインガルテン（笠間市本戸 4258） 

             カフェまちのベンチ（笠間市八雲 1-1-14） 

    ①の施設でエコバッグをゲットし、②の場所にあるスタンプを押して、自分だけのミニエ

   コバッグを作りましょう。3月 23日の活動報告会当日のみトモアで押印できる里山スタン

   プもあります。 

参加費 無料 

定員 各施設先着 20名 

問 秘書課（内線 224） 
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 ④ 4月の子宮頸がん･乳がん検診を実施します 
 

 あなたの健康を守るため、定期的に健診を受けましょう。 

日時  4月 16日（木）  乳がん検診 受付：午前 10時～10時 30分 

             子宮頸がん・乳がん検診 受付：午後 0時 30分～1時 

場所 笠間公民館（笠間市石井 2068-1） 

申込方法 保健センターの窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

申込期間  3月 16日(月)～定員になり次第終了 

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

 

 ③ 特設無料人権相談を開設します 
 
 毎日の生活の中で起こる、人権に関わる困りごとを法律上どのようになるのかなど解決に導く

ための相談です。相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。 

 相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。 

日時  3月 18日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30分 

場所 地域福祉センターともべ（笠間市美原 3-2-11） 

問 社会福祉課（内線 157） 

市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。  
納期限内の納付をお願いします。  
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 ⑦ 高齢者の運転免許自主返納を支援します 
 
 市では、交通事故を防止することを目的に運転に不安を感じて運転免許証を自主返納された高

齢の方への支援を行っています。 

対象 ・市内に住民登録されている 65歳以上の方 

   ・有効期間のある運転免許証を全部返納して 6か月以内の方 

   ・市税等を完納している方 

支援内容 デマンドタクシーかさまの回数券、期限付き市内タクシー利用券、バス利用乗車券の

     いずれか（12,000 円相当額）を一人につき 1回限り贈呈 

申込方法 運転免許証の取消通知書、印鑑を持参のうえ、笠間警察署交通課、市民活動課、各支

     所地域課へ申請してください。 

※笠間警察署交通課、各支所地域課では支援の乗車券等の即日交付はできません。即日交付希望

 の方は、市民活動課へ申請してください。 

※支援品が決まっていない方は、市民活動課、各支所地域課へ申請してください。 

申・問  【支援について】 市民活動課（内線 135） 

              笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115） 

    【運転免許の自主返納について】笠間警察署交通課 ℡ 0296-73-0110 

 

 ⑥ 歯周疾患検診の検診期限が迫っています 
 
40歳・50歳・60歳・70歳の方を対象にした歯周疾患検診の検診期限が迫っています。 

歯科医院で個別に受ける検診ですので、まだ受診していない方は受診方法を確認のうえ受診し

ましょう。 

場所 市内の契約歯科医院（要予約） 

対象 笠間市に住所を有する 40 歳・50歳・60歳・70 歳の方 

40歳：昭和 54年 4 月 1日から昭和 55年 3月 31日までに生まれた方 

50歳：昭和 44年 4 月 1日から昭和 45年 3月 31日までに生まれた方 

60歳：昭和 34年 4 月 1日から昭和 35年 3月 31日までに生まれた方 

70歳：昭和 24年 4 月 1日から昭和 25年 3月 31日までに生まれた方 

※受診する時点で通院（治療）中の方は、検診の対象になりません。 

検診料金 900円（自己負担） 

※検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため、受診料がかかります。 

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。 

※契約歯科医院については、市ホームページをご覧ください。 

40歳・50歳の方 ：  保健センターから送付された受診券（はがき）を持参してください。 

60歳・70歳の方 ：  保健センターへ申し込み後、保健センターから送付される実施通知書（問診票）

          を持参してください。 

検診期限  3月 31日（火） 

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

 

便利な身分証明書  マイナンバーカード 
取得はお早めに！          

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 労働基準監督官採用試験を実施します 
 
 労働基準監督官を募集します。詳しい内容はホームページでご確認ください。 

試験日 第 1次試験：6月 7日（日）、第 2次試験：7月 14日（火）～16日（木）のうち指定された日 

受験資格 ・平成 2年 4月 2日～平成 11年 4月 1 日生まれの方 

     ・平成 11年 4 月 2日以降生まれの方で次に掲げるもの 

     ①大学を卒業した方および令和 3年 3月までに大学を卒業する見込みの方 

     ②人事院が①に掲げる方と同等の資格があると認める方 

申込方法 インターネットでお申し込みください。 

受付期間 3月 27日（金）～4月 8日（水）受信有効 

申 人事院人材局試験課 HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html 

問 厚生労働省労働基準局総務課人事係 ℡ 03-5253-1111 

  茨城労働局総務部総務課 ℡ 029-224-6211 

 

 ⑨ 介護支援専門員の更新研修および再研修を実施します 
 
 詳しくは、ホームページをご覧ください。 

日程 6 月～7 月、8 月～9 月、10 月～12 月の 3 班に分かれ、各班 11 日間となります。（班によ

   り日程、会場が異なります。） 

場所 水戸会場、土浦会場 

対象 更新研修：現在実務についていない未経験の方  再研修：有効期間が切れた方 

定員 各班 85名（先着順） 

受講料 43,800円（テキスト代込み） 

申込期間 4月 1日（水）～9月 30日（水）（定員になり次第締め切り） 

問 （公財）介護労働安定センター茨城支部 ℡ 029-227-1215 

  HP http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/ibaraki/index.html 
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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 

 ⑩ 笠間地区建設高等職業訓練校の生徒を募集します 
 
 建築技能者として働きながら、建築能力をスキルアップするための学校です。3年間就学し、

卒業試験に合格すると、国家試験建築大工 2級技能検定の学科試験が免除されます。 

対象 中学校以上を卒業された方で、市周辺の建築関連事業者に雇用されている方 

分担金 市内：年間 3万円 市外：年間 4万円 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 3月 31日（火） 

申・問 笠間地区建設高等職業訓練校（担当：市原） ℡ 090-4074-5710 

 

 

 「お子さんを預かってほしい方」と「お子さんを預かることができる方」がお互いに信頼関係

を築きながら地域で主体的に行う子育て援助活動です。市内にお住まいで、20歳以上の心身とも

に健康でご協力いただける方を募集します。 

問 子ども福祉課（内線 165） 笠間市ファミリーサポートセンター ℡ 0296-77-9050 

 

ファミリーサポートセンターにご協力ください 
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 ⑫ ママ・リフレッシュ～リンパマッサージ～ 
 

 子育てをがんばっているみなさん、むくみや疲れを解消してリフレッシュしませんか。 

日時  3月 17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） 

講師 菊池
き く ち

 聡子
さ と こ

さん 

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 10名（応募者多数の場合は抽選） 

   ※抽選結果は 3月 15日（日）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  3月 7日（土）～14日（土） 

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

 ⑭ 花の名所プロジェクト「スイセンを植えよう」 
 
今年も花が咲き始めました、清掃作業をしてみんなできれいな花壇にしましょう。 

日時 3月 15日（日）午前 8時 30分～11時頃 

場所 笠間ポレポレ周辺のスイセン花壇 

問 花の名所事務局 ℡ 080-1216-4539 

 

 ⑬ ICT（情報通信技術）を活用した観光戦略講演会 
 
 通信技術の発達により変化する観光環境と、今後観光分野で働く一人ひとりが考え「稼ぐ･も

てなす」を共有するためのセミナーとワークショップを開催します。 

日時 3月 26日（木）講演会：午後 6時 30分～約 40分 講演会終了後にワークショップ 

場所 笠間公民館 2階大会議室（笠間市石井 2068−1） 

講師 株式会社ドコモ CS 茨城支店 法人営業部 第一法人営業担当 

   IoTデザインガール 鹿野
か の

 あゆみさん 

定員 講演会：約 50名 ワークショップ：20名 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話、FAX等でお申し込みください。 

申込期限 3月 19日（木） 

申・問 観光課（内線 517） FAX 0296-77-1146 

 

 

 ⑪ ひきこもりがちな方の心の相談・就労に向けての相談会を開催します 
 
 仕事のブランクや経験不足等による不安から、すぐに働くことが困難と思っている方を対象

に、相談や仕事の体験を通し、働くことに近づけるお手伝いをします。 

日時 3月 16日（月）午後 1時 30分～3時 30分（毎月第 3月曜日に開催） 

場所 地域福祉センターともべ（旧友部社会福祉会館：笠間市美原 3-2-11） 

講師 グッジョブセンターみと相談員 

参加費 無料 

申込方法 電話または FAXでお申し込みください。 

申・問 茨城 NPOセンター・コモンズ グッジョブセンターみと 

    ℡ 029-291-8990 FAX 029-300-4320 

 

 

猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。 
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 ⑯ 春休み特別企画  科学実験教室 
 
 科学実験を通して楽しい時間を過ごしましょう。 

日時  3月 28日（土）午後 2時 30分～4時 

場所 フジフーズ（株）水戸工場（笠間市押辺 2741-8） 

講師 茅根
ち の ね

 拓
たく

哉
や

さん 

対象 小学 1～4年生くらいのお子さんと保護者 

定員 15名（応募者多数の場合は抽選。3月 15 日（日）までに当選者のみに連絡。） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限  3月 8日（日） 

申・問 フジフーズ（株）水戸工場 ℡ 0299-37-6400  

 

 ⑮ 読み語りの会 
  
 読み語りの会 プラスワンが朗読会を開催します。事前の申し込みは不要ですので、どなたでも

気軽にお越しください。 

日時  3月 17日（火）午後 1時 30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 リレーのバトン、蜘蛛の糸、ペンキや、注文の多い料理店、パネルシアター  その他 

参加費 無料 

問 読み語りの会 プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954 
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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。 

 

 「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 

  

 

 ⑰ 友部駅前フリーマーケット 
 
 毎月第 4日曜日にフリーマーケットを開催しています。ピリ辛ビーフカレーやオムライス、ア

ップルパイ、焼き鳥、フランクフルトやハンドメイドのアクセサリーやキーホルダーの作製、古

着や子供服、昔懐かしいレトロな商品や、地元で取れた新鮮な野菜も出店しています。 

 出店者も随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。 

日時  3月 22日（日）午前 9時～午後 1時（小雨決行、荒天中止） 

場所 地域交流センターともべ     （笠間市友部駅前 1-10） 

問 友部フリーマーケット実行委員会 佐藤 ℡ 090-3245-0880  柏崎 ℡ 090-1880-6317 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 出会いパーティー 
 
日時  3月 22日（日）午後 1時 30分～4時 受付：午後 1時～ 

場所 とねミドリ館（古河市前林 1953-1） 

対象 Aコース：20～30歳代の独身の方 Bコース：40～50歳代の独身の方 

   ※応募者多数の場合は調整させていただきます。 

参加費 男性：3,000円 女性：1,000円（当日会場でお支払いください。無断キャンセルは、

    キャンセル料 1,000 円が発生します。） 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限  3月 19日（木） 

※当日会場受付の際、身分証(運転免許証など)の提示をお願いします。 

申・問  NPO法人ベル・サポート ℡ 0280-87-7085 HP http://www.bell-support.net 

 

 

 ⑲ かさま落語会 しょの二十四 
 

 高田
た か だ

 文夫
ふ み お

さんプロデュースの「かさま落語会」を開催します。今回が最後の開催となりますの

でたくさん笑っていただきます。ぜひご来場ください。 

日時  3月 24日（火）開場：午後 1時 30分 開演：午後 2時 

場所 笠間稲荷神社内  嘉辰
か し ん

殿
でん

（笠間市笠間 1北側） 

出演 高田文夫さん、林家
はやしや

 たい平
へい

さん、三増
み ま す

 紋之
も ん の

助
すけ

さん 

チケット 前売券：3,000 円 当日券：3,500円 

前売券販売所 笠間ショッピングセンターポレポレシティサービスカウンター  

問 かさま落語会事務局 ℡ 0296-72-7127 

 

 

 ⑱ 地域交流センターいわま「スプリングコンサート」 
 

 ジャズヴォーカリストの生演奏ライブを開催します。心揺さぶるメッセージを込めて歌いま

す。春を感じるさわやかな歌声を楽しんでみませんか。 

日時  3月 15日（日） 開場：午後 1時 開演：午後 1時 30分 

場所 地域交流センターいわま「あたご」 多目的ホール（笠間市下郷 4438-7） 

出演 仲野
な か の

 亜紀子
あ き こ

さん 

定員 60名(先着順) 

チケット 前売券、当日券ともに 1,000円 

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 定員に満たない場合は当日も申し込みできます。 

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357 
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