
■ お知らせ 

① 令和 2年度人口動態職業・産業調査に 

  ご協力ください 

② クスサン(別名:シラガタロウ)に注意  

  しましょう 

③ 第 2回  笠間市都市計画審議会を開催します 

④ 友部会場【全地区】対象の健康診査は 

  保健センターで実施します 

⑤ 茨城おとな･子ども救急電話相談の直通番号

  が変わります 

 

⑥ 保険証を使えるのは退職日までです 

⑦ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

  を開催します 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑧ 出会いパーティー 
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 ① 令和 2年度人口動態職業・産業調査にご協力ください 
 
 出生や死亡、死産があった場合や、婚姻、離婚をされた方にはそれぞれ出生届、死亡届、死産

届、婚姻届、離婚届を市区町村の窓口に提出していただいていますが、5年に一度、国勢調査の

行われる年度には、「人口動態調査（職業・産業）」の実施に伴い、職業の記入も（死亡届には産

業の記入も）お願いしています。届出は厚生労働省が実施している「人口動態調査」として、出

生･死亡･死産･婚姻･離婚の状況が調査され、調査結果は、公衆衛生、労働衛生、社会福祉など各

施策のための重要な基礎資料として活用されています。 

 人口動態調査で使用する情報は統計法により、厳しく守られていますので、安心してご記入く

ださい。 

 届出をする窓口に「出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出をされる方にお願い（職業･産業例

示表）」を備え付けていますので、ご参考のうえ、記入をお願いします。 

 ご不明な点は窓口でおたずねください。 

対象期間 4月 1日～令和 3年 3月 31日 

問 市民課（内線 146） 

【回覧】  お早めに回してください 全 4ページ (A3…1 枚)   

 



詳細はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② クスサン（別名：シラガタロウ）に注意しましょう 
 
 栗園で栗の木の葉を食べてしまうクスサンという害虫が、 5 月くらいから発生してきます。若

齢幼虫期は黒い色をしており、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。大きくなってからは、あっという間に栗の木の葉を食べてしまいます。 

 せん定作業時に栗畑の見回りをして、卵の段階でつぶすことが重要です。クスサン幼虫の発生

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） 

 

  

 

 ③ 第 2回  笠間市都市計画審議会を開催します 
 
 傍聴を希望される方は、当日会場前で受け付けを行ってください。 

日時  3月 30日（月）午後 2時～ 受付：午後 1時 20分～50分（定員になり次第終了） 

場所 笠間市役所本所 2階 庁議室 

審議事項 笠間市立地適正化計画（案）について 

定員  5名（先着順） 

傍聴者の遵守事項 会場に掲示される遵守事項を守り、会議の円滑な進行、運営にご協力ください。 

問 都市計画課（内線 586） 

 

 

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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 笠間市では、企業や商店などの振興、市の財源確保を図るために、市の広報紙やホームページ

を広告媒体として活用しています。掲載をご希望の方は、ご連絡ください。 
   

種類 規格 掲載期間 掲載料（1か月につき） 

「広報かさま」 

（毎月 1回発行） 

サイズ① 45mm×85mm 

サイズ② 45mm×170mm 
1 か月を単位として、 

最大 12か月まで連続 

して掲載可能 

サイズ① 10,470円 

サイズ② 20,950円 

ホームページ 
バナー広告 

70ピクセル×200ピクセル 
20,950円 

 
○広報かさま 

申込方法 秘書課備え付けの申込書に必要事項を記載し、掲載したい広告の原稿を添えて提出 

     してください。申込書は、笠間市ホームページからもダウンロードできます。なお、 

     申込みにあたっては、「笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱」（ホームページ参照） 

     をご確認ください。 

申込期限 掲載希望月の前々月の末日。 

その 他  ・広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。 

     ・広報かさまの広告は 2色とします(色は市が指定)。 

     ・バナー広告はカラーです。 

     ・申込多数の場合は、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱第 4条の規定によります。 

申・問 秘書課（内線 225） 

 

 

 

 

       広報かさま・ホームページに掲載する有料広告を募集します            



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 友部会場【全地区】対象の健康診査は保健センターで実施します 
 
 地域福祉センターともべ（旧友部保健センター）で実施していた健康診査は、令和 2年度より

地域医療センター内の保健センターで実施します。駐車場の混雑や健診時の待ち時間緩和のた

め、つぎの日程は予約制で実施します。なお、胃がん検診は実施しません。 

健診日 受付時間 

7月 26日（日） 午前 9時～9時 30分 

 午前 10時～10時 30分 

午後 1時 30分～2時 

午後 2時 30分～3時 

8月 31日（月） 

10月 17日（土） 

令和 3年 1月 8日(金) 
 

場所 保健センター（笠間市南友部 1966-１） 

申込期間  4 月 3日（金）午前 8時 30分～ 

申込方法 窓口で直接、または電話で受け付けます。 

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

 

 
 
 ⑤ 茨城おとな･子ども救急電話相談の直通番号が変わります 
 
 県で実施している救急電話相談事業の直通電話番号が変更および統合されましたので、お知ら

せします。 

※短縮ダイヤル（＃から始まる番号）の変更はありません。 

 新 旧 

短縮ダイヤル 直通番号 短縮ダイヤル 直通番号 

おとな救急電話相談 ＃7119 
03-6667-3377 

＃7119 03-5367-2365 

子ども救急電話相談 ＃8000 ＃8000 03-5367-2367 
 
問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145 

 

  

 

 ⑥ 保険証を使えるのは退職日までです 
 
協会けんぽにご加入の方が、保険証を使用できるのはご家族（被扶養者）も同様にご本人（被

保険者）の退職日までです。また、ご家族（被扶養者）が就職等により扶養から外れる場合は扶

養から外れた日から保険証が使用できなくなります。 

会社を退職する場合や扶養から外れる際は、必ず保険証を会社へご返却ください。 

問 協会けんぽ茨城支部 ℡ 029-303-1582 
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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  9 時～17 時（平日のみ） 

 水戸保健所  ℡ 029-241-0100  9 時～17 時（平日のみ） 
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 「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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会を開催します 
 
 県では高齢者の介護予防のため「シルバーリハビリ体操」の普及を進めています。この体操を

普及するボランティア「シルバーリハビリ体操指導士」の養成を行います。 

コース 開催日時（各コース 5日間） 

199 4月 9日（木）、13日（月）、16日（木）、20日（月）、23日（木） 

午前 9時 30分 

～午後 3時 45分 

200 5月 12日（火）、15日（金）、19日（火）、22日（金）、26日（火） 

201 6月 4日（木）、8日（月）、11日（木）、15日（月）、18日（木） 

202 6月 9日（火）、12日（金）、16日（火）、19日（金）、23日（金） 

場所 茨城県立健康プラザ（水戸市笠原町 993-2） 

対象 茨城県民、おおむね 50歳以上で常勤の職についていない、地域のボランティア活動がで

   きる、これらすべてにあてはまる方 

受講料 無料 

申込方法 往復はがきでご応募ください。 

     返信はがき表面に郵便番号、住所、氏名、往信はがき裏面に住所、郵便番号、氏名・

     ふりがな、性別、生年月日（4月 1日時点の年齢）、電話番号、受講できるコース名（可

     能なコースをすべて）をご記入ください。 

申込期限 各コースとも初日の 10日前まで 

申・問 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部 ℡ 029-243-4217 

 

 ⑧ 出会いパーティー 
 
日時  4月 12日（日）午後 1時 30分～4時 受付：午後 1時～ 

場所 境町ふれあいの里（猿島郡境町栗山 815） 

対象 30～40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。前日･当日･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  4月 9日（木） 

※当日会場受け付けの際、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・サポート境 ℡ 0280-87-7085 HP http://www.bell-support.net 
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