
■お知らせ

①特別定額給付金の申請はお早めに

②ひとり親世帯･妊婦さんに笠間の

農産物をお届けします

③学生さんへ食材をお届けする「KASAMA BOX」

の申込期間を延長しています

④農産物･加工品のインターネット販売を支援

します

⑤RESTART KASAMA ～笠間食材を楽しむ夕べ～

を開催します

⑥「かさま飲食店緊急応援パスポート」の

販売を開始します

⑦中小企業等が行う新型コロナウイルス感染症

対策事業に対し一部経費を補助します

⑧国や茨城県の支援策の制度説明会･個別相談会

を実施します

⑨新型コロナウイルス感染症の影響により収入

が減少した被保険者は申請により後期高齢者

医療保険料の減免を受けられます

⑩市内各地域の夏の催事が中止となります

⑪令和2年度 笠間市敬老祝賀会の開催を

見送ります

⑫成年年齢引き下げに伴う成人式の対象年齢は

現行どおりとします

⑬屋外広告物の表示には許可が必要です

⑭今年度の農業用廃プラスチックの回収は 1回

のみになります

⑮特設無料人権相談を開設します

⑯行政相談を開設します

⑰子宮がん･乳がん検診(集団検診)を再開します

⑱子育て支援センター「みつばち」の指導員を

募集します

⑲栗の収穫および選別の従事者を募集します

⑳オリンピアンであるアベベ･メコネンさんの

陸上競技特別レッスンを受けてみませんか

㉑ユニバーサルマナー講習会を開催します

■教養・文化・交流 他

㉒もの忘れ相談会

㉓元気すこやか教室

㉔ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会

㉕韓国語学ぶニダ!～楽しく学べる韓国語講座～

㉖第65回自然観察会

㉗第48回花と緑の環境美化コンクール

㉘初・中級ゴルフ教室

㉙笠間ふれあい大学 7月講座のご案内
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①ぺージ
2020-0618

【回覧】お早めに回してください 全 12 ページ(A3…3枚)

特別定額給付金の申請は 8月 18 日までです。申請期限を過ぎると給付を受け付けることがで

きません。まだ、申請がお済みでない方は、早めの申請をお願いします。

支給額 1 人あたり 10万円

申請期限 8 月 18 日（火）当日消印有効

6月 15 日現在申請および支給率

・対象世帯数 31,613 世帯

・申請世帯数 30,003 世帯(オンライン、郵送計）

・申請率 約 94.9％

問 特別定額給付金専用電話 ℡ 0296-71-8220

午前 8時 30 分～午後 5時まで(土・日曜日、祝日を除く）

① 特別定額給付金の申請はお早めに



新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活に困窮している学生の方に無償で笠間市の農産

物などの詰合せをお届けする｢KASAMA BOX｣の申込期間を延長しています。

対象 本人もしくは親が市内に住所を有し学校教育法に定められる大学、短期大学、大学院および

専門学校に在学中の平成 14 年 4 月 1 日以前に生まれた学生の方。一人 1回限り。

申込方法 申込書に学校名、学部、学科、学年、学生番号等をご記入のうえ、窓口へ直接また

は FAX でお申し込みください。

申込期限 6 月 30 日（火）

申・問 農政課(内線 527） FAX 0296-77-1146

③ 学生さんへ食材をお届けする「KASAMA BOX」の申込期間を

延長しています

農産物生産者等を支援するため、インターネット販売サイトへの掲載事務の一部を代行･補助

するとともに、販売サイトに支払う販売手数料の一部を助成します。詳しくは電話でお問い合

わせください。

内容 販売サイト掲載事務の一部代行･補助、販売手数料の一部助成

対象 ・市内在住、または市内に事業所もしくはほ場がある方

・農産物や加工品を生産、製造している方

申込期限 令和 3年 3月 31 日

問 農政課(内線 527） (一財)笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439

④ 農産物・加工品のインターネット販売を支援します

②ぺージ
2020-0618

新型コロナウイルス感染拡大に伴い生活に困っているひとり親世帯や妊婦さんを支援するため、

笠間市の農産物等を詰め合せた「KASAMA BOX」を無償(送料含む)でお届けします。

対象 市内に住所を有するひとり親世帯(子供が高校生以下)、または妊婦さん(4 月 28 日から申

込期間内に出産された方も可能）ひとり親世帯は 1世帯 1回。妊婦さんは 1人 1回限り。

申込方法 所定の申請書に記入のうえ、農政課まで持参または FAX でお申し込みいただくか、い

ばらき電子申請・届出サービスをご利用ください。(マル福受給者証、母子健康手帳の

写しを添付）

申込期間 6 月 22 日（月）～7月 31 日（金）

申 農政課 FAX 0296-77-1146

問 農政課(内線 527）

② ひとり親世帯・妊婦さんに笠間の農産物をお届けします

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



新型コロナウィルス感染症により、すっかり抑え込まれてしまった外食への意識。そんな状況

を打ち破り、市内のにぎわいを創出し、力強く地域を活性化するため笠間市商工会はパスポート

の販売を開始します。パスポートを提示すると、掲載店舗のすべてのメニューを通常価格より

10％の割引で利用できます(1冊につき同一グループ割引可）。

また、付属のスタンプラリーで 10店舗を達成すると、10,000 円分のクーポン券など豪華賞品

を先着500 名様にプレゼントします。

さあ、お店でお得に美味しい食事を楽しんで、賞品をGETしましょう。

掲載店舗数 109 店舗

割引サービス期間 6 月 20 日（土）～9月 19 日（土）

価格 500 円

販売場所 市内コンビニエンスストア、書店等

問 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844 商工課(内線 518）

⑥ ｢かさま飲食店緊急応援パスポート」の販売を開始します
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新たな生活様式を取り入れ、今回は会話ではなく、映像や音楽等を楽しみながら、地場産品を

使用したおいしい料理とお酒が堪能できるイベントを開催します。

笠間市産の常陸牛をはじめ、市内のおいしい食材を活用し、イベントによる地域活性化を図り

ます。

日時 6 月 30 日（火） 午後 4時～8時

場所 かさま歴史交流館井筒屋

参加費 2,500 円(ワンドリンク付き）

内容 井筒屋近隣のフレンチレストラン 3店舗(モン・ラパン、ポームド・パン、かるにえ）が、

“笠間の食材”をテーマとし笠間市産の常陸牛をメイン食材に腕をふるいます。

提供食数 120 食

申込方法 予約優先(空きがある場合、当日受付可）

申・問 (一財）笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439(平日の午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）

※雨天時は、大町駐車場(かさま歴史交流館井筒屋 脇)でドライブスルーによるテイクアウト販売

⑤ RESTART KASAMA ～笠間食材を楽しむ夕べ～を開催します

令和 2年 6月18 日 第 2‐9号

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）



新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等や個人事業主の感染予防の取組や、

危機的状況を乗り越えるための事業および回復期を見据えた事業継続のための取り組みなどに

対して補助金を交付します。

【補助事業名】 笠間市中小企業等サポート補助金

【補助対象事業】

〇施設等の衛生対策のための物品等購入：消毒液購入費、飛沫防止ビニール設置費等

〇売上げ向上や消費喚起に向けた事業：ネット環境整備費、広告掲載費等

〇事業転換等新たな取組に伴う経費：宅配用自動車の購入費・レンタル費、インターネット販売

に要した経費等

【補助金の交付額・限度額】

補助対象事業の経費の 4/5 以内。(一事業者あたり 30 万円を限度）

対象 以下のいずれにも該当する中小企業等や個人事業主(フリーランスを含む）。

(1)要綱で定めるいずれかの事業(道路旅客運送業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業

等)を営み、その売上げが総売上げの 1/2 以上を占めること。

(2)市内に事業所又は店舗を有すること。

(3)市に納付すべき税について未納がないこと。

(4)令和2年4月1日から12月28日までに補助の対象となる事業を行うこと。(令和2年4月1日

以降に取り組んだ事業または取り組んでいる事業も対象となります。）

申込方法 感染症拡大防止のため、郵送でお申し込みください。

※簡易書留など、郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。

申込期限 8 月 31 日（月）

※予算額に達した場合は、申込期間中でも終了します。

申・問 商工課(内線 510） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

⑦ 中小企業等が行う新型コロナウイルス感染症対策事業に対し

一部経費を補助します
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笠間市商工会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業、個人事業主等を対

象に、社会保険労務士および中小企業診断士による国や茨城県の支援策の制度説明会を開催します。

各制度についてわかりやすく解説しますので、ぜひご参加ください。

※笠間市商工会の会員でない方もご参加いただけます。

※その他各支援内容について、個別相談会等の実施も予定しています。詳細は笠間市商工会ホ

ームページをご覧ください。

問 商工課(内線 511） 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844

⑧ 国や茨城県の支援策の制度説明会･個別相談会を実施します

小規模事業者持続化

補助金の制度説明会

雇用調整助成金および

持続化給付金制度説明会

日時
6 月 26 日（金）

午後 7時～8時 30 分

6 月 29 日（月）

①午後2時30分～4時

②午後7時～8時30分

7 月 2日（木）

③午後2時30分～4時

④午後7時～8時30分

場所 笠間市商工会 本所 笠間市商工会 本所 笠間市商工会 友部事務所

講師 中小企業診断士 阿内 利之さん
あ う ち としゆき 社会保険労務士 徳田 徹也さん

と く た て つ や

山口 栄一さん
やまぐち えいいち

定員 先着 20 名 各回先着 20 名

詳しくはこちら

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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新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者または世帯主の事業収入・給与収入などの収

入が前年より一定程度減少した被保険者に対して、後期高齢者医療保険料の減免を実施します。

対象および減免額

【全額免除】

主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った被保険者

【所得に応じて減免】

主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下｢事業収入等｣)の減少

が見込まれ、次の要件に全て該当する被保険者

要件

・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金･損害賠償等による補填され

るべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の 10分の 3以上であること

・世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が 1,000 万円以下であること

・減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得

の合計額が 400 万円以下であること

※新型コロナウイルス感染症の影響ではないことが明らかな場合(懲戒解雇や昨年中の離転職が主

な原因となって収入減少したことが明らかな場合等)については、減免の対象にはなりません。

減免の対象となる後期高齢者医療保険料

・令和元年度後期高齢者医療保険料のうち 2月 1日以降に納期限が設定されているもの

・令和 2年度後期高齢者医療保険料

申請に必要な書類

・後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第 1号）

・主たる生計維持者の収入の減少に関する申立書(様式第6号）、給与証明書(様式第3号）、事業

収入申告書(様式第4号）、収入(無収入)申告書(様式第5号）またはその他所得または収入等を

証する書類

・主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第 2号）(主たる生計維持者が死亡、または重篤

な傷病を負った世帯のみ）

※事業等の廃止や失業の場合には公的機関への休業または廃業の届出書の写しもしくは失業を証

する書類

※必要書類は窓口で配布または市のホームページよりダウンロードできます。手続きについて

は、感染症拡大防止の観点から、郵送での申請をお勧めします。

申 友部公民館 1階 創作室( 8月31 日（月）まで） 保険年金課( 9月 1日（火）以降)

問 保険年金課(内線 142）

⑨ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者は

申請により後期高齢者医療保険料の減免を受けられます

新型コロナウイルス感染症の影響により、市内各地域の夏の催事が中止となりますので、お知

らせします。

中止となる主なもの ※確認できたもののみ掲載しています。

・八雲神社夏季例祭 ・平神社祇園祭 ・八坂神社祇園祭 ・笠間のまつり

・南友部子供みこし祭および花火大会

問 観光課(内線 517）

⑩ 市内各地域の夏の催事が中止となります

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



民法の一部改正に伴い、令和 4年 4月 1 日より成年の年齢が｢20 歳｣から｢18 歳｣に引き下げら

れます。しかし、市が主催する令和 4年度以降の｢成人式｣の対象年齢は、現行どおり｢20 歳｣とす

ることとしました。

対象年齢を｢20 歳｣としたのは、引き続き重要な節目の年齢であること、進学や就職活動の時期

と重なることなく、より多くの方の参加が見込めることなどが主な理由です。

なお、式典の名称等必要な事項については今後検討していきます。

問 生涯学習課(内線 385）

⑫ 成年年齢引き下げに伴う成人式の対象年齢は現行どおりとします
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市では毎年、地区実行委員会と協働で市内在住の 75 歳以上の方を対象に敬老事業を実施し

ています。

令和 2年度の敬老事業は、新型コロナウイルスの感染リスクから市民の皆さんを守ることを最

優先し、敬老祝賀会の開催を見送ります。なお、敬老の記念品は後日お贈りします。

ご理解のほどよろしくお願いします。

申・問 高齢福祉課(内線 175) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73172)

⑪ 令和 2年度笠間市敬老祝賀会の開催を見送ります

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、立看板、は

り紙、はり札のほか、広告塔、広告板、建物等に掲出されたものをいいます。

これら屋外広告物の表示は、まちの良好な景観の形成や風致の維持、公衆に対する危害の防止

の観点から、一定のルールがあり、笠間市では、茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の

表示場所、表示面積、高さ等を規制しています。

屋外広告物を表示するときは、原則として市長の許可が必要です。まちの良好な景観のために、

屋外広告物を表示するときは許可を受けましょう。

また、7月は茨城県の「屋外広告物適正表示推進月間」となっていますので、みなさまのご理

解、ご協力をよろしくお願いいたします。

問 都市計画課(内線 586）

⑬ 屋外広告物の表示には許可が必要です

市では例年、農業用廃プラスチック(農ビ･農ポリ)の収集を年2回(夏･冬)実施していましたが、

今年度の回収は冬(12 月)の 1回のみになります。

また、今年度から回収費が大幅に値上げしましたのでご留意ください。

【回収予定】

回収日：12月中旬 終日

回収費：年間登録料：1戸あたり 1,000 円

農業用ビニールフィルム：55円/kg 農業用ポリエチレンフィルム：62.7 円/kg

※回収費は変動する場合があります。

申・問 農政課(内線 528）

⑭ 今年度の農業用廃プラスチックの回収は 1回のみになります

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/



毎日の生活の中で起こる、人権に関わる困りごとを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。

※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで実施します。ご理解とご協力をお願いします。

日時 7 月 15 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）

⑮ 特設無料人権相談を開設します

国・県・市などの行政機関や公共機関に対するご意見、ご要望などについて、総務大臣から委

嘱された行政相談委員が相談に応じます。予約不要・相談無料で、秘密は厳守されます。

※特設無料人権相談と合同開設です。

日時 7 月 15 日（水）午後 1時～3時

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

問 秘書課(内線 224)

⑯ 行政相談を開設します

県の経済活動再開の基本方針が緩和された事に伴い、集団検診を段階的に再開します。今後の

検診は感染症対策を講じたうえで、時間や人数を制限して実施していくため、今までよりも時間

がかかる場合があります。また定員になり次第、受け付けを締め切ります。

9月以降の検診は継続して予約を受け付けています。

なお、新型コロナウイルスの感染状況によって日程の変更または中止となる場合があります。

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・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑰ 子宮がん・乳がん検診(集団検診)を再開します

検診日 受付時間 場所

7 月 29 日（水） 【乳がん検診のみ】

午前 10 時～10時 10 分

午前 10 時 20 分～10 時 30 分

【子宮・乳がん検診】

午後 0時 30 分～0時 40 分

午後 0時 50 分～1時

午後 1時 10 分～1時 20 分

笠間公民館

8月 6日（木） 地域福祉センターいわま(旧岩間保健センター）

8月 7日（金） 保健センター
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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。）



仕事内容 親子交流育児支援、子育てお悩み相談、保育準備ほか

勤務時間 午前 9時 30 分～午後 4時 30 分(1 日 6時間勤務、週 3～4日シフト制）

※相談に応じます。

勤務場所 大成学園かさまこども園内(笠間市金井 83-1）

賃金 1,070 円/時間

資格等 保育士・幼稚園教諭免許・小中学校教員免許

対象 年齢不問・7月から働ける方

募集人数 1 名

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 随時受付

申・問 大成学園かさまこども園 ℡ 0296-71-5858

⑱ 子育て支援センター「みつばち」の指導員を募集します

笠間市農業公社では、市内の栗畑を借り受け、栗の生産を行っていますが、栗の収穫および選

別の作業に従事していいただける方を募集します。

期間 8 月下旬～10月中旬

※栗の収穫時期の関係で、期間が前後することがあります。

定員 各 10 名程度

申込方法 窓口で直接または FAX、メールでお申し込みください。申し込み用紙は窓口で配布、

またはホームページよりダウンロードできます。

申込期間 7 月 22 日（水）

申・問 (一財)笠間市農業公社 笠間市中央 3-2-1 ℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438

メール info@kasama-agri.jp HP http://www.kasama-agri.jp/

⑲ 栗の収穫および選別の従事者を募集します

収穫作業 選別作業

勤務内容 栗の収穫作業 収穫された栗を良栗と不良栗に選別

勤務時間
午前中の都合のよい時間帯で

2～3時間程度

午前 9時～午後 3時

※昼 1時間休憩あり。月～土のうち週 3日勤務

勤務場所
栗栽培ほ場(市内)

※詳細は、面談時にご相談します。

笠間クラインガルテン 栗選果施設

（笠間市本戸 4258）

賃金
収穫した栗の重量による。

(100円/㎏あたり ※選別後の良栗)

870 円/時間

交通費支給（上限あり）
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エチオピア代表として、2度のオリンピック出場や東京国際マラソン 3度優勝をはじめとする

経歴を持つアベベ・メコネンさんによる陸上競技(中長距離)の特別レッスンを実施しています。

運動不足解消や運動スキルアップを目指してみませんか。

世界トップアスリートであるアベベさんの直接指導を受けられるのは今だけです。お申し込

みをお待ちしています。

日時 7 月 11 日(土）、15日(水）、19日(日）、22日(水）のうち希望する回

各回：午後 3時～4時

場所 柿橋グラウンド(笠間市鯉淵 6525-18）

内容 トレーニングメニュー、走行フォームのチェック等。また、参加者個別の質問にも答えます。

講師 スポーツ国際交流員 アベベ・メコネンさん

対象 市内在住または在勤の方、陸上経験は問いません。

定員 各回 10 名

参加費 無料

申込方法 名前、年齢、住所、電話番号、レッスン参加希望回、レッスンで学びたいことを明記

のうえ、窓口で直接、または FAX かメールでお申し込みください。

その他 アベベさんは日本語を話せませんが、レッスン時は通訳が同席します。

参加者は新型コロナウイルス感染症防止の 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）を心がけてください。

申・問 スポーツ振興課(内線 392) FAX 0296-71-3220 メール sports@city.kasama.lg.jp

⑳ オリンピアンであるアベベ･メコネンさんの陸上競技特別レッスンを

受けてみませんか

高齢者や障がい者への基本的な向き合い方や、声かけ方法を学ぶ講習会を開催します。受講

者は、全員ユニバーサルマナー検定 3級が取得でき、受講当日に認定証が授与されます。

高校生や社会人など、どなたでも受講できますので、ぜひご参加ください。

日時 7 月 30 日（木）午後 1時 30 分～4時 30 分 受付：午後 1時

場所 友部公民館 2階 大会議室(笠間市中央 3-3-6）

講師 日本ユニバーサルマナー協会 原 聡さん
はら さとし

内容 ユニバーサルマナー研修(講習、視覚障がい者の実技）

※マスク着用のうえ、動きやすい服装でご参加ください。

定員 30 名(先着順）

参加費 2,500 円(当日、受け付け時に徴収）

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。メールで申し込みの方は、本文に、お名

前(フリガナ）、住所、電話番号を記載してください。

申込期限 7 月 15 日（水）

※新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、開催延期となる場合があります。

申・問 秘書課(内線 227） メール danjo@city.kasama.lg.jp

㉑ ユニバーサルマナー講習会を開催します
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｢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。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）



運動、口腔、栄養、認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした短期

集中型(3 ヶ月間)の介護予防教室を開催します。

日時 8 月 21 日～11 月 13 日の毎週金曜日(10 月 30 日を除く) 午後 1時 30 分～3時 30 分

場所 市民センターいわま 3階 岩間公民館(笠間市下郷 5140）

内容 保健、医療の専門職による運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防のプ

ログラムに全 12 回(週回⁄2 時間程度)取り組みます。終了後もご自宅で続けられるよう

支援します。

(1)専門職による講話 (2)専門職による運動指導と集団体操

(3)血圧測定などの健康チェック

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方

(1)要支援 1、2の認定を受けている方

(2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方

定員 20 名程度(先着順）

参加費 1,500 円(全 12 回分）

申込方法 ㈱スマイルハートへ電話でお申し込みください。

申込期限 7 月 31 日（金）

その他 (1)通所が困難な場合は、送迎も可能ですので申し込みの際ご相談ください。

(2)通所介護予防サービスを利用している方は参加出来ません。

(3)申し込み後、ケアプランを作成するため、地域包括支援センター職員がご自宅を

訪問し面接を行います。

申 ㈱スマイルハート 小美玉市羽刈 638-15 ℡ 0299-28-8000

問 高齢福祉課(内線 175）

㉓ 元気すこやか教室

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 ７月 20 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(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

㉔ ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会

認知症に関する心配事や困り事に対し、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 7 月 15 日（水）午後 2時～4時 30 分

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 香代子さんとの個別相談
た や ま か よ こ

対象 市内在住の方

定員 先着 3名

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 7 月 10 日（金）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

㉒ もの忘れ相談会
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



ネイティブ・スピーカーと触れ合い、コミュニケーションをする楽しさを体験してみません

か。韓国語を学んでみたい、という方におすすめの初心者向けの講座です

日時 7 月 15 日（水） 昼の部：午後 2時～3時 夜の部：午後 6時～7時

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更になる場合があります。

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

講師 市民活動課 職員 鈴木 友梨さん
す ず き ゆ り

対象 市内在住、または在勤の方

定員 各 15 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 14 日（火）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp

㉕ 韓国語学ぶニダ!～楽しく学べる韓国語講座～

身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当

日はハイキングのできる服装でご参加ください。

日時 7 月 31 日（金）午前 9時～正午

※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 佐白山周辺

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然観察に興味のある方

定員 30 名（応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 飲み物、植物等の図書、雨具(傘、長靴）、杖(ステッキ）、筆記用具など

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 16 日（木）

申・問 環境保全課（内線 125）

㉖ 第 65 回 自然観察会

いばらき電子申請サービス

チャレンジいばらき県民運動では、花いっぱい運動ですばらしい成果をあげている団体･職場･

学校を顕彰します。

豊かな地域づくりを目指し、花壇づくりに取り組んでいる団体･職場･学校はぜひご参加ください。

申込方法 窓口で直接お申し込みください。申込用紙は生涯学習課に設置しています。また、

チャレンジいばらき県民運動のホームページからもダウンロードできます。

申込期限 7 月 21 日（火)

申 生涯学習課(内線 385）

問 生涯学習課 チャレンジいばらき 県民運動 ℡ 029-224-8120

㉗ 第 48 回 花と緑の環境美化コンクール
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



笠間市アマチュアゴルフ協会笠間支部が、毎年恒例のゴルフ教室を開催します。

この機会にぜひゴルフを楽しみながら学んでみませんか。皆さんの参加をお待ちしています。

日時 7 月 18 日～9月 12 日のうち毎週土曜日(全 8回）午後 7時 30 分～8時 30 分

※8月 15 日（土）はお休みです。

場所 笠間ゴルフ練習場(笠間市片庭 2749）

対象 市内在住または在勤の方

定員 20 名(先着順）

参加費 大人：5,000 円 小・中学生：3,000 円 (別途ボール代が必要になります。）

申込方法 申込用紙またははがきに①氏名 ②性別 ③年齢･学年 ④住所 ⑤電話番号 ⑥保護者名

(学生のみ)⑦ゴルフ経験年数 ⑧ゴルフクラブの有無をご記入のうえ、窓口で直接ま

たは郵送、FAX でお申し込みください。申込用紙はスポーツ振興課に設置しています。

申込期限 7 月 6 日（月）必着

申・問 スポーツ振興課(内線 392）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 FAX 0296-71-3220

その他 参加者は新型コロナウイルス感染症防止の 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)を心がけてください。

㉘ 初・中級ゴルフ教室

｢人生 100 年の時代｣の生き方や輝き方を楽しく学ぶ場です。幅広い学びを通じた仲間づくりに

より｢見知らぬ自分｣を発見しましょう。

7月は 3回開講しますのでお好きなときにお好きな講座にご参加ください。

場所 まちの駅笠間宿ふれあいサロンかさま～る(笠間市笠間 2247）

定員 各回 20 名(先着順）

参加費 500 円

※7月 25 日（土）は 1,000 円(飲み物とお菓子付き）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

申込期限 開催日前日まで

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 茂 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654
はなわ しげる

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp
(特非)グラウンドワーク笠間は、まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。

㉙ 笠間ふれあい大学 7月講座のご案内

日時 内容

7月4日（土）
午前10時～

11時30分

｢シニアが動く笠間が変わる」笠間のまちづくりを考える

講師：NPO 法人プラチナギルドの会理事長 奥山 俊一さん
おくやま しゅんいち

7月18日（土）
地域のブランド力と観光振興～おもてなしの心〜

講師：いばらき観光マイスターS級フリーアナウンサー 石森 礼子さん
いしもり れいこ

7月25日（土）
午前10時～

正午

｢健康カラオケ教室」 (音楽科) 歌う門には福来る

講師：カラオケ｢おもちゃ箱｣店主 古川 俊行さん
ふるかわ としゆき
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