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【回覧】お早めに回してください 全 10ページ (A3…2枚、A4…1枚)

6 月 8 日から茨城県の新型コロナウイルス感染症対策指針が Stage1 へ緩和され、施設の利用

や少人数の集会など、「新しい生活様式」に従いながら日々の生活を再開していただくことが可能

となりました。

しかし、危険はまだ去っていません。油断することなく、感染防止に最大の注意を払った社会

活動、日常生活が必要となります。今後も感染防止対策の取り組みにご協力をお願いします。

1. 一人ひとりの基本的感染対策

感染防止の 3つの基本：①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い

2. 日常生活を営む上での基本的生活様式

・まめに手洗い、手指消毒 ・「3密」の回避(密集、密接、密閉）

・毎朝体温測定、健康チェック。発熱または風邪の症状がある場合は無理せず自宅で療養。

3. 日常生活の各場面別の生活様式

・買い物⇒ 通販を利用。1人または少人数ですいた時間に。

・公共交通⇒ 会話を控えめに、混んでいる時間帯は避けて利用。

・スポーツ⇒ 公園はすいた時間、場所を選ぶ。ジョギングは少人数で。

・食事⇒ 持ち帰りや出前、デリバリーも。大皿は避けて、料理は個々に。

・冠婚葬祭⇒ 多人数での会食は避けて。

① 新型コロナウイルス関連情報



令和 2年度国民健康保険税の納税通知書を 7月中旬に発送します。

また、同封の｢令和 2年度国民健康保険だより｣にて、新型コロナウイルスの影響による国民

健康保険税の減免についてご案内しますので、該当要件等をご確認の上、必要に応じて申請し

てください。

納税通知書は、世帯主自身は国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいれ

ば、世帯主宛てに送付されます。

口座振替を利用されている方

振替日(納期限日)の前日までに、指定口座の預貯金残高の確認をお願いします。残高不足等で

振替ができなかった場合は、再度口座からの振り替えはできませんので口座振替不能通知書と一

緒に送付される納付書で納付いただくことになります。

納付書を利用する方

納付書裏面の納付場所で納付してください。納税通知書には第 1～8期までの納付書が同封さ

れています。納め忘れにご注意ください。

なお、スマートフォンから PayPay・LINE Pay のアプリを使って納付することもできます。

※口座振替の登録をお勧めしています。

納期限の日に指定口座からの振り替えとなります。毎回窓口で納める手間がなくなるので、納

期ごとに納める方には特にお勧めです。登録は、市内金融機関または郵便局の窓口に、（1）預

貯金通帳、（2）通帳の届出印、（3）納税通知書を持参のうえ、お申し込みください。申込用紙

は、各窓口に備え付けてあります。

【令和 2年度の納期】

※納期限が休日の場合は、翌営業日が納期限となります。

問 保険年金課（内線 140）

③ 令和 2年度 国民健康保険税の納税通知書を発送します

期別 納期限

1 期 7 月 31 日（金）

2期 8月 31 日（月）

3期 9月 30 日（水）

4期 11 月 2日（月）

5期 11 月 30 日（月）

6期 12 月 25 日（金）

7期 令和 3年 2月 1日（月）

8期 令和 3年 3月 1日（月） ＬＩＮＥＰａｙＰａｙＰａｙ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休止していた休日納税相談窓口業務を6月28日(日）

から再開します。

日時 6 月 28 日、7月 26 日、8月 30 日、9月 27 日、10月 25 日、11 月 29 日、12月 27 日、

令和 3年 1月 31 日、2月 28 日、3月 28 日の日曜日 午前 8時 30 分～正午

場所 市役所本所収税課

取扱業務 納税相談：事前にご連絡ください。

市税の納付：市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

持ち物 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、収入･支出のわかる書類、認印

問 収税課(内線 118）

② 休日納税相談窓口業務を再開します
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



新型コロナウイルス感染予防のため、外出時にはマスクの着用が求められているなか、政府か

らも各家庭に布マスクが配布されます。

笠間市社会福祉協議会では次の公共施設に寄付ボックスを設置しますので、ご家庭に不要な未

使用のマスクがありましたらぜひ寄付のご協力をお願いします。

ご寄付いただいたマスクは必要としている方々に感染症対策で利用させていただきます。

寄付いただきたいマスク ご家庭にある不要な未使用のマスク

(例) 政府から配布された布マスク、手作りマスク、紙マスク等でいずれも未使用のもの

設置期間 6 月 11 日（木）～7月末日

設置場所 笠間市社会福祉協議会(本所・笠間支所・岩間支所）

市役所(本所・笠間支所・岩間支所）

笠間図書館 友部図書館 笠間公民館 友部公民館 保健センター

地域交流センターともべ 地域交流センターいわま｢あたご」

問 笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730 笠間支所 ℡ 0296-73-0084

岩間支所 ℡ 0299-45-7889

④ 不要なマスクの寄付をお願いします

市内の社会教育関係団体が、地域の特性を活かして市民を対象とした事業・活動を展開してい

くために、補助金を交付します。

対象者 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であることなど交付

には条件があります。詳しくはお問い合わせください。

対象事業 ・地区、地域の市民を対象とした社会教育に関する講演会や講習会

・異年齢交流事業(地域交流競技会、レクリエーション、三世代交流等）

・青少年に対するボランティア活動や社会奉仕体験活動、自然体験活動等の事業など

補助金額 経費の 2分の 1以内で、上限 15万円。事業内容によって限度額が異なります。

対象経費 報償費、使用料および賃借料、印刷製本費、消耗品費、通信運搬費

※食料費や備品類など、対象とならないものがあります。

応募方法 お問い合わせください。

応募期限 7 月 31 日（金)

注意事項 申請のあった事業は審査会で適切と判断した場合にのみ補助金を交付します。

問 生涯学習課(内線 385）

⑤ 社会教育推進事業補助金を交付します

栗の経営規模の拡大、品質の向上を推進することを目的とし、生産の規模を拡大するための

費用を支援します。それぞれの補助事業を受けるためには要件があります。購入や事業を実施

する前にお問い合わせください。

各種支援事業および対象者

(1)果樹経営支援対策事業：改植や新植により品質の向上を目指す方

(2)栗生産規模拡大支援事業：栗農地の規模を拡大する方

(3)栗栽培機材導入支援事業：(1)もしくは(2)を活用して事業を拡大した方

(4)栗苗木支援事業：苗木を 40本以上購入して植栽する方

(5)栗栽培農地貸付補助金：農地を新たに栗生産者へ貸し出す方

問 農政課(内線 526）

⑥ 栗の栽培を大規模におこなう生産者を支援します
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広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。
http://www.city.kasama.lg.jp/



｢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。

｢けむたくて窓が開けられない｣｢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、近隣とのトラブルが増えているほか、野焼きが原因と考えられる火災も発生し

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ください。

・火を付けたら火元から離れない

・強風時は避け、風向き、時間帯を考慮する

・煙の量や臭いが近所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）

⑦ 野焼きは禁止されています

7 月から 8月にかけて、農地法第 30条に基づき市内すべての農地を対象に農地利用状況調査を

実施します。この調査は、荒廃農地やその恐れのある農地、無断転用などの発生防止・解消を目

的に調査するものです。

調査にあたり、農業委員および農地利用最適化推進委員が皆さんの所有地に立ち入ることやお

話を伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

また、これから夏にかけて雑草が生い繁る季節となります。管理がされていない遊休農地は、

不法投棄や病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、近隣の農地や住民に大変な迷惑がか

かる可能性がありますので、耕起、草刈等の適切な管理をお願いします。

問 農業委員会事務局(内線 73141）

⑨ 農地利用状況調査(農地パトロール)を実施します

樹木の枝や生垣、雑草が道路上に張り出したり覆い被さったりすると、通行の妨げになるだけ

でなく、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり交通事故の原因にもなりかねません。また、

強風や大雨により樹木が倒れ、道路を寸断するなどの影響が考えられます。

このような事例が原因で事故が発生した場合には、樹木等の所有者に責任が問われる場合があ

りますので、定期的な枝等の｢せん定・刈り込み｣をお願いします。

・民法第 717 条 土地の工作物(竹木)の占有者および所有者の責任

・道路法第 43 条 道路に関する禁止行為

交通事故等を未然に防止し、安全かつ安心な道路環境の保全にご協力をお願いします。

作業時の注意事項

1.電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの東京電

力またはNTTに連絡してください。

2.作業にあたっては、通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止

などに十分ご注意ください。

3.道路交通を止めて作業をする場合は、笠間警察署へ道路交通法に基づく手続きが必要になり

ますので事前にご相談ください。

問 【県道および国道355号に関すること】 茨城県水戸土木事務所道路管理課 ℡ 029-225-4061

【市道に関すること】 管理課(内線 580）

⑧ 道路へ張り出している枝などの剪定をお願いします

④ぺージ
2020-0611

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。
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かさめ～るにご登録ください。

｢介護保険｣がテーマです。介護保険について詳しく知り、自分や家族のこれからについて考

えてみませんか。

日時 7 月 2日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域医療センターかさま 行政棟（笠間市南友部 1966-１）

内容 講話：「知って安心!介護保険」 相談等

講師 地域包括支援センター 主任介護支援専門員

対象 市内在住の方

定員 10 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。

申込期間 定員に達し次第締め切り

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑩ 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～を開催します

こころの相談室（7～9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。保健センターへの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です。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

⑪ こころの悩みをご相談ください

日時 場所

7月14日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 笠間支所（笠間市笠間 1532）

8月19日（水） 午後 2時～4時 保健センター（笠間市南友部 1966-1）

9月16日（水） 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）
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新型コロナウイルス感染症の現状をふまえ、今年度の申し込みに限り郵送での申し込みを可

能とし、電話でご依頼いただければ申込用紙は郵送させていただきます。ぜひ郵送での申し込

みをご活用ください。

助成額 人間ドック：20,000 円、脳ドック：25,000 円

対象者 令和 2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、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。

申込期限 7 月 3日（金）消印有効

申込方法 窓口で直接または保険年金課宛に郵送でお申し込みください。

持ち物 保険証(窓口で直接提出の場合）

申込結果 当選・落選にかかわらず、7月末までに申込結果を郵送します。

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。応募は一人 1回のみとなります。複数回応募した場合は無効となります。家

族の名前で応募して別人が受けることはできません。

○人間ドック

※人間ドックを申し込まれた方は、保健センターの特定健診や医療機関健診は受診できません。

※水戸済生会総合病院の人間・脳ドックは、病院指定の受診日となります（指定はできません）。

※胃がん検診の詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

⑫ 人間ドック・脳ドックの費用助成の追加募集をします

実施機関名 所在地 電話番号
胃がん

検診

胃カメラ

への変更

個人

負担金
定員

笠間市立病院 笠間市 0296-77-0034 バリウム × 20,700円 46

茨城県メディカルセンター 水戸市 029-243-1111 バリウム
医師の判断により、

追加料金有
22,020円 15

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 バリウム 定員、追加料金有 21,800円 20

東関東クリニック
水戸市 029-221-1200 バリウム

予約時に変更可、

追加料金有 21,800円 35

いばらき健康管理センター ×

水戸協同病院 水戸市 029-233-9930 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
21,800円 12

水府病院 水戸市 029-309-5000 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
22,900円 15

石岡市医師会病院 石岡市 0299-23-4113 バリウム
予約時に変更可、

追加料金有
19,870円 11

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 7

筑波大学附属病院 つくば市 0298-53-4205 胃カメラ 48,200円 9

笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。

平日夜間 19 時～21 時（土曜日・祝日・年末年始を除く）

日曜日 9時～17 時

℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。）
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○脳ドック

・脳ドックのほかに保健センターの実施する各種がん検診が受診できます。

・平成 30 年度および平成 31年度に市の｢脳ドック｣の補助を受けた方は申し込みできません。

・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、閉所恐怖症の方は申し込みできません。

問 保険年金課(内線144) 笠間支所市民窓口課(内線 72123) 岩間支所市民窓口課(内線 73182）

実施機関名 所在地 電話番号 個人負担 定員

茨城県立中央病院 笠間市 0296-77-1121 30,000 円 3

たかだ脳神経外科内科クリニック 笠間市 0296-71-8808 24,500 円 37

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

大久保病院 水戸市 0292-54-4555 26,000 円 10

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 19,000 円 19

筑波メディカルセンター つくば市 029-856-3521 30,000 円 8

40 歳・50 歳・60歳・70 歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実施してい

ます。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。

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 55年 4月 1日から昭和 56 年 3月 31 日までに生まれた方

50 歳：昭和 45年 4月 1日から昭和 46 年 3月 31 日までに生まれた方

60 歳：昭和 35年 4月 1日から昭和 36 年 3月 31 日までに生まれた方

70 歳：昭和 25年 4月 1日から昭和 26 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・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・70 歳の方:保健センターへ申し込み後、郵送される実施通知書(問診票)を持参してください。

検診期限 令和 3年 3月 31 日（水）

問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑬ 歯周疾患検診を実施します

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）

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



優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、文化振興の一環として、優れた芸術作

品を鑑賞できる高齢者芸術鑑賞事業を実施しています。自然豊かな野外彫刻庭園を散策しなが

ら、芸術に触れてみませんか。

期間 令和 3年 3月 31 日まで（月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館）

開館時間 午前 9時 30 分～午後 5時（入館は午後 4時 30 分まで）

会場 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4) 春風萬里荘(笠間市下市毛･芸術の村)

※春風萬里荘は、庭園工事の関係で、6月 20 日（土）まで休館予定です。

対象 市内在住の 65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで

※免許証、マイナンバーカード、保険証等を提示してください。

企画展 笠間日動美術館 ｢オマージュ!パロディ!!画家は名作にそそられる。」:7月19日（日）まで

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 春風萬里荘 ℡ 0296-72-0958 生涯学習課（内線 382）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館日時およびイベント等が変更となる場合があり

ます。詳しくは、各施設までお問い合わせください。

※感染拡大防止の観点から体調がすぐれない方のご来館はお控えください。また、手洗いの励行

やマスクの着用、咳エチケット等にご協力をお願いします。

⑮ 65歳以上の方は笠間日動美術館・春風萬里荘の入館料が

無料になります

環境に優しい米づくりを応援してくださるオーナーを募集しています。自然の営みによって

育まれたお酒をつくることで、地域の食文化や自然環境を守り、環境保全型農業に取り組んで

いる生産者や地域全体を応援することに繋がります。

内容 10 月 11 日（日）：酒米稲刈り＆大収穫祭

令和 3年1月 31 日（日）：酒蔵仕込み見学

令和 3年 4月初旬：オリジナル純米酒四合瓶(720ｍl)6 本を発送

参加費 10,000 円/口

申込方法 メールまたは FAX でお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 31 日（日）

申・問 （一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438

メール info@kasama-agri.jp

⑯ 2020 酒米田んぼのオーナーを募集します
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成人を迎える皆さん、実行委員として企画や運営に携わって、一生に一度の晴れ舞台を演出し

てみませんか。

成人式を仲間と一緒に作り上げる｢成人式実行委員｣を募集します。成人式当日にピアノを演奏

していただける方も歓迎します。

日程 令和 3年 1月 10 日（日）（予定）

内容 式典の企画構成・成人式の運営

対象 平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4月１日生まれで笠間市の成人式に出席予定の方

※進学・就職等により現在笠間市にお住まいでない方も参加できます。

募集人数 10 名程度

申込方法 窓口で直接または電話、市ホームページからお申し込みください。

申込期限 8 月 31 日（月）

※応募状況により延長する場合があります。

申・問 生涯学習課（内線 385）

⑭ 令和 2年度成人式実行委員を募集します

申し込みはこちらから

小中学生の登下校の見守りをお願いします。



ビオトープ天神の里で、夜の昆虫観察会を行います。どんな虫たちが活動しているか、みん

なで楽しく観察してみませんか。昨年はコクワガタ、カブトムシ、飛んでいるヘイケボタルな

どを見ることができました。

楽しいひとときを一緒に過ごしましょう。

日時 7 月 18 日（土）集合：午後 7時 観察：午後 7時 15 分～8時 30 分 ※荒天中止

場所 ビオトープ天神の里（北山公園付近）

持ち物 懐中電灯、飲み物、汗拭きタオル等

※長袖・長ズボンなど虫に刺されない服装で参加下さい。

定員 50 名（定員を超えた場合は抽選）

※小学生以下は保護者同伴

申込方法 電話またはいばらき電子申請届出サービスから

お申し込みください。

申込期限 7 月 6日（月）

申・問 環境保全課（内線 125）

⑱ 天神の里「夜の昆虫観察会」

いばらき電子申請サービス

「農業を始めたい｣｢農業法人等に就職したい｣｢農業に関心のある｣方のためのセミナー、相談

会です。

求人のある農業法人等が 20 数社、農業の専門学校、JAやハローワーク等が出展してさまざま

な就農の相談に対応します。

日時 7 月 18 日（土） セミナー：正午～午後 1時 相談会：午後 1時～4時

場所 水戸駅ビルエクセル本館 6階エクセルホール（水戸市宮町 1-1-1）

参加費 無料

申込方法 セミナーに参加する場合は予約が必要です。

申・問 (公社)茨城県農林振興公社 農業担い手育成グループ ℡ 029-239-7131

⑲ 第 1回 新農業人フェア in いばらき

英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい方は英語圏出身のネイティブスピー

カーと英語で触れ合ってみませんか。英会話やゲームなどの活動で英語が苦手な方でも参加で

きます。お気軽にご参加ください。

日時 7 月 7日（火） 午後 2時～2時 50 分、午後 3時～3時 50 分、午後 7時～7時 50 分

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：アンドリュー･アイガルさん

英語指導助手：セニダマヌ･ドゥルタロさん、ほか 1名

対象 市内在住、または在勤で 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 7 月 6日（月）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になることがあります。

⑰ イングリッシュ・スペース
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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



【回覧】 次号は 6月 18 日発行 第 2 -9 号

お詫びと訂正

令和 2年 6 月 4日（木）発行の広報かさま 6月号の記事内に誤りがありました。読者の皆様

および、関係各位にお詫び申し上げ、訂正いたします。

8ページ：情報しっとく日和

〇令和 2年度児童手当現況届の提出について

お知らせしました水曜日の受付時間延長は、現在、本庁舎での水曜日の窓口延長業務を当面の

間休止していることに伴い、中止となります。

ただし、日曜受付を下記のとおり行います。

日時 6 月 14 日（日）、6月 21 日（日）、6月 28 日（日） 午前 8時 30 分～正午

問 子ども福祉課(内線 165）

〇認知症カフェ

【誤】地域包括支援センター ℡ 0296-789-5871

【正】地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

なお、認知症カフェに参加希望の方は各会場へ直接お電話をお願いします。

会場 実施日時 参加費 電話番号

オレンジカフェ フライブルク

(フロイデ総合在宅サポートセンター友部：笠間市鯉淵6526-19）

毎月第 3水曜日

午後2時～3時30分
300 円 0296-73-5577

ほっとカフェ グリーンハウス

(ケアハウスかさま：笠間市石井甲 32-1）

奇数月第 3日曜日

午後 2時～4時
300 円 0296-70-1100

すずらんカフェ

(特別養護老人ホームすずらんの里内：笠間市土師1283-5）

毎月第 3日曜日

午後2時～3時30分
200 円 0299-45-0555

インディアカとは、4人 1チームで羽根のついたボールを手で打ち合う、誰でも楽しめるスポ

ーツです。本大会はインディアカを楽しんでいただくことを目的に当日、即席チームを結成して

試合を行います。

年齢や経験年数は問いませんので、たくさんの申し込みをお待ちしています。

日時 7 月 26 日（日） 開会式：午前 9時 30 分 受付：午前 8時 30 分～

場所 岩間海洋センター(笠間市押辺 2259-1）

対象 インディアカ愛好者や一度インディアカを体験してみたい初心者の方

参加費 200 円/人(傷害保険料含む。当日集金します。）

申込方法 岩間海洋センターにある申込用紙を事務局へ直接または FAX でお申し込みください。

申込期限 7 月 16 日（木）必着

その他 7 月 18 日（土）午後 7時 30 分から岩間海洋センター会議室で事前説明会および練習会

を行いますので、申込者はご出席ください。

申・問 事務局 石川 ℡･FAX 0299-45-2347

⑳ 2020 笠間フレンドシップインディアカ交流大会
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