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4 月 29 日から 5月 5日で開催を予定していた「第 39回笠間の陶炎祭」は、新型コロナウイ

ルスの感染拡大を防ぐため、延期することとなりました。

開催時期は定めておらず、今後の状況をみながら検討してまいります。

問 笠間焼協同組合 ℡ 0296-73-0058

※同日発行の「広報かさま 4月号」36ページに開催情報を掲載していますが、上記のとおりとな

りますのでご了承ください。

① 「第 39回 笠間の陶炎祭」は開催を延期します

笠間の陶炎祭

公式サイト
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3 月 25 日現在、県内で複数の発生が確認されていますが、県は「継続的な感染の連鎖や集団

感染が発生しているがい然性は高くない状況」と分析しています。これを踏まえ、市は「社会

活動の制限を最小限にしつつ、新型コロナウイルスのまん延を最大限防止する」対応を行って

います。

市民の皆さんには、以下のご協力をお願いします。

① 咳エチケットの徹底や手洗いの励行など感染症対策の継続をお願いします。

② 3つの「密」（1.換気の悪い密閉空間 2.多数が集まる密集場所 3.間近で会話や発声をする

密接場面）を避けた活動をお願いします。

③ 2週間以内に海外から帰国された方は、自宅待機にご協力いただくとともに、「帰国者・接触

者センター」にご連絡をお願いします。

④ 都市部など感染が拡大している地域への移動については、慎重な判断をお願いします。

当該地域に通勤されている方については、テレワークによる在宅勤務と、混雑を避けるため

のフレックスタイムの積極的活用にご協力ください。

感染が疑われる場合（1.風邪症状や 37.5 度以上の熱が 4日以上続く 2.強いだるさや息苦し

さがある）は、「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談しましょう。重症化しやすい高齢

者や基礎疾患のある方、妊婦の方は、上記症状が 2日程度続いたら相談してください。症状が

上記基準に満たない場合には、かかりつけ医にまずは電話でご相談ください。

【帰国者・接触者相談センター】

② 新型コロナウイルスの発生・拡大防止にご協力をお願いします

相談先 茨城県庁内 中央保健所（旧：水戸保健所）

電話番号 029-301-3200 029-241-0100

FAX 029-301-6341 －

受付時間 24 時間対応（土日・祝日を含む） 9時～17時（平日のみ）

新型コロナウイルス感染症の現状をふまえ、申し込み期間を延長します。また、今年度に限

り郵送での申し込みも可能とし、電話でご依頼いただければ、申し込み用紙は郵送させていただ

きます。

申し込み受付日より 3日程度は窓口が大変混み合いますので、余裕を持ってご提出をお願い

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 4 月 7 日（火）～5月 1日（金）（消印有効）

申込方法 市役所の窓口に直接または郵送でお申し込みください。また、申し込み用紙は本所保

険年金課または各支所にも用意しています。

持ち物 保険証（窓口で直接提出の場合）

※本所保険年金課のみ 4月 8日（水）、15 日（水）、22 日（水）は午後 7時 30 分まで受け付け

します。各支所では窓口延長を行いませんのでご注意ください。

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）

③ 人間ドック･脳ドック費用助成の申し込み期間を延長します

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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令和 2年度固定資産税の納税通知書を 4月 13 日頃に発送します。納税通知書の税額などをご

確認いただき、納期限までに納めてください。また、当通知書に同封されている「課税明細書」

に資産の詳細が記載されていますので、課税内容をご確認ください。

問 税務課（内線 110）

⑥ 固定資産税納税通知書を発送します

新型コロナウイルス感染者の報告が増加していることから、農業関係者に新型コロナウイルス

感染症の患者が発生した場合に、保健所等と連携して、感染拡大防止を前提に、農業関係者の業

務継続を図る際の基本的なポイントをまとめたガイドラインが農林水産省から公表されました。

①予防対策の徹底：厚生労働省の情報に基づいて、徹底した対策をしてください。

②患者発生時の患者、濃厚接触者への対応：保健所に報告し、指示に従い対応してください。

③生産施設等の消毒の実施：保健所の指示に従い、感染者が作業に従事した区域の消毒を実施してください。

④業務の継続：あらかじめ地域の関係者が連携する体制の検討をしてください。

なお、本ガイドラインは農林水産省のホームページに掲載されているのでご確認ください。

問 農林水産省 生産局 技術普及課 ℡ 03-3593-6497

HP https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/ncv_guideline.html
水戸保健所 ℡ 029-241-0100

④ 農業における新型コロナウイルス感染者が発生した場合の

対応･事業継続に関するガイドラインについてお知らせします

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、4月末日までに予定していた「おはなし会」を、す

べて中止とします。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いします。

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

⑤ 市立図書館 おはなし会を中止します

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 24 時間（土日・祝日も実施）

水戸保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時（平日のみ）

高等学校卒業程度認定試験は、高等学校を卒業していない方に対し、高等学校卒業と同等以

上の学力があるかどうかを認定するための試験です。合格者は大学、短大、専門学校の受験資

格が与えられ、就職、資格試験等に活用することもできます。

受験案内の資料を配布しますので、ご希望の方はお問い合わせください。

配布期間 4 月 6日（月）～5月 12 日（火）

配布場所 市役所本所 学務課

問 学務課（内線 379）

⑦ 高等学校卒業程度認定試験受験案内を配布します
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縦覧とは、自己資産の評価が適正かどうかを判断するために、市内の土地・家屋の価格を確

認できる制度で、4月 1日から第 1期の納期限まで実施しています。

期間 4 月 1日（水）～30 日（木）

場所 笠間市役所本所 税務課 各支所の地域課

縦覧できる方 市内に土地または家屋を所有する方、納税管理人、相続人（所有者が死亡して

いる場合）等

持ち物 本人確認ができるもの（免許証、マイナンバーカード等）の他、次のものをお持ちく

ださい。

※手数料は無料です。

※縦覧帳簿のコピーはできません。

※縦覧期間中は、名寄帳の閲覧および交付については、無料となります。

問 税務課（内線 110）

⑨ 土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の閲覧を行います

所有者、納税管理人 納税通知書、課税明細書・・・①

所有者等の代理人 ①または委任状（委任者の押印があるもの）

法人の社員 ①または法人の印が押された委任状

所有者の相続人 ①または相続関係が確認できる書類

「野焼き」とはごみを野外で燃やす行為のことで、一部例外を除き法律で禁止されています。

「行為者が火元から離れているようで火事が心配」「洗濯物が干せない」など多くの苦情が寄せ

られていますので、少量であってもごみは集積所に出すなど適正に処分しましょう。

また、農業や林業を営むためのやむを得ない焼却については例外とされていますが、煙の量や

風向きによって近隣トラブルが増えていて、特に消火しきれていないとの通報が多いほか、火

災の原因にもなっています。周辺地域の生活環境への影響が著しいものは指導の対象となる場

合がありますので、次のことに配慮していただくようお願いします。

・火元を住宅に近づけすぎない

・火を付けたら火元から離れない（最後まで消火できたことを確認すること）

・強風時は避け、風向き、時間帯を考慮する

・近隣との距離に気を付け、煙の量や臭いが周囲の迷惑にならない程度にとどめる

・事前に近隣への声かけなどを行い、相互理解を図る

※地域の生活環境への配慮をお願いします。

問 環境保全課（内線 125） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115）

⑧ 野焼きは禁止されています

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の電話相談窓口

帰国者・接触者相談センター

茨城県庁内 ℡ 029-301-3200 24 時間（土日・祝日も実施）

FAX 029-301-6341

水戸保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時（平日のみ）



日時 5 月 16 日～令和 3年 3月 20 日の毎週土曜日(全 41 回予定)

英語：午前 9時～9時 50 分 算数：午前 10 時～10時 45 分

国語：午前 10 時 50 分～11時 35 分 自主学習：午前 11 時 40 分～午後 0時 10 分

場所 笠間公民館、友部公民館、岩間公民館のいずれか

対象 市内の小学校 5、6年生

コース A コース：英語 Bコース：算数・国語・自主学習

Cコース：A、Bコースの両方を受講

※定員を越えた場合は抽選となります。

参加費 A コース：1,000 円/月 Bコース：1,000 円/月

※参加費のほかに別途教材費がかかります。

申込方法 所定の申込用紙で窓口へ直接または郵送、FAX でお申し込みください。申込用紙は

生涯学習課、各公民館、各図書館に設置しています。市ホームページからダウンロード

もできます。または、QRコードよりお申し込みできます。

申込期限 4 月 13 日（月）

申・問 生涯学習課（内線 385）

⑩ 寺子屋受講生を募集します

募集人数 Aコース Bコース

笠間公民館 各学年 20名 各学年 30名

友部公民館 各学年 20名 各学年 30名

岩間公民館 各学年 20名 各学年 20名

QR コード
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市では、ごみの減量化やリサイクルを推進するため、資源物（古紙、ビン、カンなど）の分

別回収を行った団体に対して、回収量に応じた奨励金を交付しています。奨励金の交付を受け

るには、つぎの要件を満たしている必要があります。

ごみの減量化と再資源化にご協力ください。

要件 ・事前に資源物分別回収団体の届出をすること（今年度の登録締切は4月24日(金)です）

・集団分別回収を年に 2回以上行うこと

・集団分別回収を自分たちで行うこと

・営利を目的としない団体であること

問 環境保全課（内線 127） 笠間支所地域課（内線 72115） 岩間支所地域課（内線 73115）

⑪ 資源物の分別回収を実施した団体に奨励金を交付します

かさめ～るにご登録ください。
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こころの相談室（4～6月分）

心の悩みや、ひきこもりの問題などについて精神保健福祉士による相談を実施しています。

ご本人や家族の方の相談を受け付けます。相談内容については、秘密を厳守しますのでお気軽

に相談ください。事前予約が必要です。

こころのデイサービス 「友（TOMO）」

心の病を持つ方を対象に作業療法士、保健師がスタッフとなりグループ活動を実施していま

す。参加には、医師の意見書が必要になります。ご希望の方は事前にご相談ください。

日時 水または木曜日（月 2回）午前 10 時～午後 2時

場所 保健センター（笠間市南友部 1966-1）

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方

内容 創作活動（手芸・工作等）、調理実習、レクリエーション、個別相談

※「令和 2年度保健センター年間予定表」P11 をご覧ください。

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑫ こころの悩みをご相談ください

日時 場所

4月21日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 笠間支所（笠間市笠間 1532）

5月14 日（木） 午後 2時～4時 保健センター（笠間市南友部 1966-1）

6月12 日（金） 午後 1時 30 分～3時 30 分 地域福祉センターいわま（笠間市下郷 5139－1）

場所 笠間市消費生活センター（地域交流センターともべ 内：笠間市友部駅前 1-10）

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。

・お受けできるのは相談のみで案件を依頼することはできません。

・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名（要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

⑬ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

日時 内容

5 月 11 日(月)

6 月 18 日(木） 午前10時～午後3時

（正午

～午後 1時を除く）

無料法律相談：元大学教授（法学部） 山口 康夫さん
やまぐち や す お

5 月 19 日(火) 登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

6 月 10 日(水) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

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
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子育てをがんばっているみなさんも時にはリフレッシュしませんか。この機会に産後の身体の

歪みをもどして自分磨きをしましょう。

日時 4 月 23 日（木）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 聡子さん
き く ち さ と こ

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 4月 20 日（月）に連絡します。

持ち物 ヨガマットまたは大判バスタオル、バスタオル 2～3枚、飲み物、動きやすい服装

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 4 月 11 日（土）～19 日（日）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる場合もあります。

⑮ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり資料からご遺族が推定できる

場合には、ご遺族からの申請に基づいて DNA 鑑定を行い、親族関係が判明した場合ご遺骨をご

遺族に返還しています。

今般、遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のため、4月から硫黄島および

キリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁の戦没者のご遺骨について、ご遺族だと思われる方

からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦

没者とのつながりが確認できる場合に、DNA 鑑定を実施することとしました。

DNA 鑑定を希望される場合は、下記宛てに申請書をご請求いただくか、厚生労働省ホームペー

ジから申請書をダウンロードしてください。

本 DNA 鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう厚生労働省と

しても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや技術的

な制約もあり、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

問 厚生労働省社会・援護局事業課 鑑定調整室 ℡ 03—5253—1111(内線 4519・3506）

⑭ 戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定の対象地域を拡大します

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



日時 4 月 25 日（土）午後 1時 45 分～4時 45 分 受付：午後 1時 15 分

場所 結城市民文化センターアクロス（結城市中央町 2-2）

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、男女ともキャンセル料 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 22 日（水）

※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・サポート境 ℡ 0280-87-7085 HP http://www.bell-support.net

⑰ 出会いパーティー

日時 5 月 10 日（日）受付：午前 9時 開会式：午前 9時 30 分

※雨天の場合は 5月 24 日（日）に延期

場所 笠間市総合公園テニスコート（笠間市箱田 867-1）

種目 1．一般男子の部

2．一般女子の部

3．シニア男子の部（令和 2年 4月 1日現在 55 歳以上）

4．シニア女子の部（令和 2年 4月 1日現在 55 歳以上）

※すべてダブルス

対象 市内在住、在勤、在学、笠間市ソフトテニス連盟加盟クラブの活動を主としている方

参加費 一般：1ペア 2,000 円 高校生以下：学校名で申し込み 1ペア 1,000 円

※昼食は各自ご用意ください

申込方法 種目、氏名（フルネーム）、所属（学校名または社名）、年齢を記入のうえ郵送、FAX

またはメールでお申し込みください。

申込期限 4 月 26 日（日）午後 7時

申・問 笠間市ソフトテニス連盟 深谷 修一 ℡・FAX 0296-78-3368
ふ か や しゅういち

〒309-1734 笠間市南友部 483-5 メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp

⑱ 第 14回笠間市民ソフトテニス大会

⑧ぺージ
2020-0402

【回覧】 次号は 4月 9日発行 第2-2 号

フリーマーケットの出店者を募集します。家庭で不要になった子ども服や手作り品などがあれ

ば、ご家族やお友達と参加しませんか。

日時 5 月 10 日（日）午前 10時～午後 2時

場所 笠間市児童館 館庭（笠間市南友部 1966-140）

※雨天時は遊戯室

定員 先着 15 区画

参加費 無料

※食品の出品についてはご相談ください。新型コロナウイルス感染症の状況により中止になる

場合もあります。

申込方法 窓口に直接、またはお電話にてお申込みください。

申込期限 4 月 18 日（土）～26 日（日）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

⑯ 笠間市児童館 フリーマーケット


