
■お知らせ

①特別定額給付金の申請はお早めに

②全国一斉打ち上げ花火を実施します

③｢かさまうつわ商店｣を始めました

④新型コロナウイルス感染症防止に伴う

事業等の中止をお知らせします

⑤新型コロナウイルス感染症注意喚起システム

｢いばらきアマビエちゃん｣をご利用ください

⑥｢新しい生活様式｣を取り入れた健康づくりを

しましょう

⑦除菌消臭液を配布します

⑧市役所本庁舎の改修工事(第2期工事)を

行っています

⑨｢市街地活性化事業｣を募集します

⑩梨苗の購入費を助成します

⑪水田航空防除(無人ヘリ)を実施します

⑫浄化槽の設置には補助制度があります

⑬ 8月は｢電気使用安全月間｣です

⑭有害鳥獣捕獲を実施します

⑮エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑯農地利用実態把握調査(全筆調査)を

実施します

⑰後期高齢者医療保険料の期限内納付を

お願いします

⑱茨城県警察官を募集します

⑲刑務官採用試験を実施します

⑳自衛官を募集します

■教養・文化・交流 他

㉑元気すこやか教室

㉒親子すこやか宿泊研修事業

㉓イングリッシュ･スペース

㉔イングリッシュ･バーベキュー

㉕サマースクールチャレンジ講座

㉖天神の里｢釣り大会」

㉗木陰でフラワーレッスン

｢お花のある生活身近な器で季節感を味わう」

㉘親子で｢棒さま･ダンススポーツ」
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【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 26 日現在申請状況

・対象世帯数 31,613 世帯

・申請世帯数 30,599 世帯（オンライン、郵送計）

・給付率(世帯割) 約 96.5％

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



(一社)笠間青年会議所は、日本JCシニア･クラブと連携し全国一斉打ち上げ花火を実施します。

東京オリンピック開会式の予定であった日を｢あたらしい日本が始まる日｣として、全国民が前向

きな気持ちで新しい日々を送っていただくことへのメッセージと、医療従事者の皆さんへのエー

ルを込めて打ち上げます。

当日は三密を避けた新生活様式での鑑賞にご協力くださいますようお願いします。

日時 7 月 24 日（金）午後 8時～(約 1分半）

場所 全国 47 都道府県(茨城県内：笠間市、石岡市、つくば市）

笠間市予定地：南友部付近

問 (一社)笠間青年会議所 ℡ 0296-72-0844

② 全国一斉打ち上げ花火を実施します

笠間焼協同組合では、ご自宅で気軽に笠間焼を購入できるオンラインストア｢かさまうつわ商

店｣をオープンしました。約 8000 点の出品数のなかで、笠間の陶炎祭のような雰囲気をウェブ上

でお楽しみください。

会期 8 月 30 日（日）まで

オンラインストア HP https://kasamayaki.online
申・問 笠間焼協同組合 ℡ 0296-73-0058

③ ｢かさまうつわ商店｣を始めました

QRコード

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、下記の事業が中止となります。詳細は各窓口へ

お問い合わせください。

④ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う事業等の中止をお知らせします

内容 問

7 月 26 日（日）：稲田ふれあい祭り 観光課（内線 517）

8 月：夏休み子ども映像塾 夏休みこども映像塾チーム 江田 ℡ 090-8858-6182

8 月 16 日（日）：灯籠流し 観光課（内線 517）

県では、ガイドラインに沿って感染防止に取り組んでいる事業者を応援するとともに、感染者

が発生した場合にその感染者と接触した可能性のある方に対して注意喚起の連絡をするシステ

ム「いばらきアマビエちゃん｣を公開しました。

このシステムに登録した店舗等に掲示された QR コードからメールアドレスを登録すると、新

型コロナウイルスの感染者が発生したとき、感染者と同じ日に同じ施設を利用した方にメールで

お知らせを送信するシステムです。システムの利用者が多いほど、感染拡大抑制の効果が大きくな

るためぜひご協力をお願いします。

詳しくは県ホームページをご覧ください

問 茨城県中小企業課 ℡ 029-301-5472

⑤ 新型コロナウイルス感染症注意喚起システム

｢いばらきアマビエちゃん」をご利用ください

QR コード

②ぺージ
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



外出自粛やテレワークなどで生活リズムが乱れたり、活動量が低下すると、体力や生活機能の低

下や生活習慣病などを発症するリスクが高まります。

食事と運動と睡眠、そしてお口の健康は互いに影響を及ぼしあい健康の維持･向上に働きます。

新しい生活様式を取り入れながら生活習慣を見直し、免疫力を高め、健康増進に努めましょう。

【適度な運動をしよう】

・有酸素運動(ウォーキング等)はすいた時間や場所を選んで積極的に取り組もう

・筋トレやヨガは自宅で動画を活用しよう

・掃除など日常生活での活動でこまめに動こう

・「元気アっプ!リいばらき｣を活用して、楽しく健康づくりをしよう

【栄養バランスのよい食事を心がけよう】

・朝ごはんを食べて体のリズムづくり！欠食せずに朝食、昼食、夕食を規則正しく食べよう

・毎食｢主食、主菜、副菜｣を揃え栄養バランスを心がけよう

・1日 1～2回程度果物や乳製品を食べよう

・市販のお惣菜やコンビニの食品を利用する際も栄養バランスを意識して組み合わせて食べよう

・うす味を心がけて、塩分の取りすぎに気をつけよう

【質のよい睡眠をとろう】

・毎日起きたら日光を取り入れよう

・30分以上の昼寝をしないようにし、昼と夜のメリハリをつけよう

・寝る前のお酒、たばこ、コーヒー、緑茶等は控えよう

・寝る前に明るい光(特にスマホや PC等のブルーライト)を浴びるのは避けよう

【歯と口の健康づくりをしよう】

・歯ブラシ、デンタルフロス(糸ようじ)などの口腔清掃用具は、自分の状態や年齢に合ったもの

を選ぶようにしよう

・歯と歯肉の境目を重点的にブラッシングすることを心がけよう

・歯や歯肉を傷つけないように｢歯に当てた歯ブラシの毛先が開かない程度の軽い力｣でブラッシングしよう

・定期的に歯科医院(かかりつけ歯科医)を受診して、口腔チェックや歯みがき指導を受けよう

・歯と口腔の機能の維持･向上のために口腔体操をしよう

※詳細については市ホームページに掲載しています。

問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑥ ｢新しい生活様式｣を取り入れた健康づくりをしましょう

元気アっプ!リいばらき

③ぺージ
2020-0702

除菌消臭液(次亜塩素酸水)の 7月の配布日程は次の通りとなります。

お一人あたり 2リットルを 1回のみ配布しますので、きれいなペットボトルなど容器を持参し

てください。容器の洗浄と除菌消臭液の給水はご自身で行うやり方に変更しました。

※ご都合のよい会場へお越しください。

問 環境保全課(内線 128）

⑦ 除菌消臭液を配布します

日時 配布会場

7 月 14 日（火）
午前 10 時～正午

午後 1時～3時

市民センターいわま(岩間支所）

7月 15 日（水） 友部公民館

7月 16 日（木） 市民体育館

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。

令和 2年 7月 2日 第 2‐10号



中心市街地内において、まちなかの賑わいづくりに寄与することを目的として市民が自主的、

主体的に行う事業に対して補助金を交付します。この事業は本年度で最終募集となります。

対象地区 岩間駅、友部駅、笠間駅、稲田駅周辺および笠間稲荷周辺

対象 市に住民票のある個人または法人で、市に納付すべき税に未納がないこと。

事業要件

・まちなかの賑わいづくりに寄与する空き店舗等の活用で補助金交付決定後、令和 3年 3月 15日

までに運用開始見込みの事業

・ユニバーサルデザインに配慮し、全ての人が使いやすいように設計するよう努めること。

・運用開始後、原則として 5年以上継続して営業することが見込まれること。

・市内に有する既存店舗の移転でないこと。

補助率 補助対象事業費の 2分の 1以内、上限額 300 万円

申込期限 9 月 4 日（金）

申・問 商工課(内線 510）

⑨ ｢市街地活性化事業」を募集します

QR コード

梨の安定的な生産のため、苗木の購入費を助成します。この苗木助成は計画的な苗木の新植や

品種更新を推進し、市内果樹の安定生産と品質向上による生産振興を図ることを目的とするもの

ですので、将来にわたって生産できる圃場に植栽してください。

要件 10 本以上の植栽を行うこと

補助率 梨の苗木 1本あたり 300 円以内(ただし、予算の範囲内とする）

対象 市内に住所を有する生産者または所在する生産者組織(3 戸以上の生産者で組織する任意

組織を含む)で、将来にわたって梨の生産意欲がある方

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

持ち物 補助金等交付申請書(窓口または市ホームページよりダウンロード)、見積書(品種ごと

の単価がわかるもの）、印鑑(ゴム印不可）

※申請前に購入した場合は補助の対象となりませんので注意してください。

申・問 農政課(内線 526）

⑩ 梨苗の購入費を助成します

第 2期工事に伴い、窓口を移設しました。来庁者の皆さんには、駐車、通行規制および騒音や

振動、窓口の移設によりご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事期間 令和 3年 3月まで

問 資産経営課(内線 571）

⑧ 市役所本庁舎の改修工事(第 2期工事)を行っています

窓口移設 移設先

総務課･財政課 教育棟 2-1・2-2 会議室

市民活動課 議会/行政棟(本庁舎）1階

秘書課（秘書グループ･広報戦略室） 教育棟 2-4 会議室

④ぺージ
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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/



病害虫被害の軽減、農作業の省力化および良質米の生産を期するため、産業用無人ヘリコプタ

ーによる航空防除を実施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。

皆さんのご理解とご協力をお願いします。

※上記期間中に笠間地区の上加賀田は散布しません。

※その他、部分的に除外している地区がありますので、詳細は、お問い合わせください。

※散布は午前 5時から行います。雨天や強風の場合は上記の予定が順延になります。

使用薬剤

安全対策

①散布当日の朝は、散布区域内での散歩や、農道等の通行をできるだけ避けてください。

②通常の散布では、人体に特に影響はありませんが、人体に薬剤がかかった場合は速やかに石鹸

等で洗い流してください。

③散布区域内の水稲や水田周辺の雑草等に触ったり、用水路等での水遊びはしないでください。

危被害防止対策

①井戸、庭池、畜舎、鶏舎、蚕室、屋外の石材加工製品などには覆いをしてください。

②散布区域内の野菜の収穫、牧草などの使用は、散布後 10 日以上経過してからにしてください。

③水田周辺に自動車等の駐車は避けて下さい。やむを得ない場合はシートカバーをお渡しますの

で事前に連絡をお願いします。

④散布終了後は 5日間程度、周辺水系の環境保全のため水田の止水に努めてください。

問 県央南農業共済組合 ℡ 0296-72-7321

⑪ 水田航空防除(無人ヘリ)を実施します

地区 予定日 散布区域

笠間

7月 26 日（日） 下市毛、大古山、手越、本戸、来栖(除上郷)南吉原、北吉原、飯合、稲田

7月 27 日（月）
石井、日草場、広谷原、馬廻、逆川、新堤、大橋、池野辺、福田、飯田、

寺崎、日沢、石寺、金井、大渕、来栖（上郷）、福原

7月 28 日（火） 大郷戸、片庭、箱田

友部

7月 28 日（火） 滝川、小原、下市原、中市原、上市原、鴻巣、五平、南友部

7月 29 日（水）
八反山、星山、橋爪、旧陣屋、大田町の一部(水戸線南側)湯崎、住吉、

大沢、柿橋、住吉大沢、随分附の一部、柏井、仁古田、長兎路

岩間 7月 29 日（水） 上郷、下郷、吉岡、市野谷、泉、福島、小島、新渡戸、土師、押辺、安居

地区 薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名

笠間

友部
アミスターアクタラSC

いもち病

紋枯病

カメムシ類

8倍
アゾキシストロビン・チアメトキサム

岩間 アミスタートレボンSE アゾキシストロビン・エトフェンプロックス

⑤ぺージ
2020-0702かさめ～るにご登録ください。
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市では下水道や農業集落排水事業の計画区域を除く地域で、浄化槽を設置する費用の一部を補

助しています。単独処理浄化槽・くみ取りトイレから高度処理型浄化槽への転換を促進するため、

転換による設置の場合には、新築等に伴う設置の場合よりも補助を増額しています。

※新築等とは、新築・改築などの建築確認を伴う場合。

補助額

※単独処理浄化槽からの転換の場合は、さらに撤去費 90,000 円を補助します。

対象浄化槽 窒素除去型(N 型）

申請方法 申請の前に補助に該当するか補助希望申し込みの届出が必要となります。補助対象基

準がありますので、必ずご確認ください。補助を受けるには、維持管理に係る一括契

約および法定検査の事前申し込みが必要です。

申請期限 12 月 28 日（月）

工事完了期限 令和 3年 2月 26 日（金）

申・問 下水道課(内線 71112）

⑫ 浄化槽の設置には補助制度があります

対象
単独処理浄化槽やくみ取り

からの転換の場合
新築等の場合

5人槽 645,000 円 444,000 円

7人槽 772,000 円 486,000 円

10 人槽 959,000 円 576,000 円

8 月 1 日からの 1カ月間は、経済産業省主唱の｢電気使用安全月間｣となっています。コードが

下敷きになっていたり、プラグにほこりが溜まっていませんか。定期的に確認し、火災・事故を

防ぎましょう。電気を正しく使うことは、エコにもつながります。

節電の主なポイント

(1）冷房時の室温は 28℃を目安に設定し、体感温度を服装で調整

(2）照明はこまめに消灯を (3）冷蔵庫のドアの開閉は、回数も時間も少なめに

問 (一財）関東電気保安協会 茨城事業本部 ℡ 029-226-3221

環境保全課(内線 125）

⑬ 8月は｢電気使用安全月間｣です

⑥ぺージ
2020-0702

｢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）



農作物への被害を防止するため、笠間市鳥獣被害対策実施隊と、城里町鳥獣被害対策実施隊

による有害鳥獣捕獲を実施します。

実施期間 7 月 4 日（土)～8月 2日（日）日の出～日没

実施区域 笠間市内全域

捕獲鳥獣 イノシシ・カラス・ハクビシン

捕獲方法 銃器およびわなによる捕獲

銃器によるイノシシ捕獲を実施する区域には、当日広報車でお知らせします。

※イノシシの地域捕獲団体については、各地域において箱わなによる捕獲を実施しています。

※わなが仕掛けてある周辺には、次の看板が設置されています。

問 農政課(内線 526）

⑭ 有害鳥獣捕獲を実施します

市では、農地の利用意向を把握し、農地の｢集積・集約化｣を促進することや、地域の実情に即

した｢人･農地プランの実質化｣に取り組むことを目的に調査を行います。

この調査は、今後の農業施策に反映される大切なものですので、ご理解ご協力をお願いします。

問 農業委員会事務局(内線 73141）

⑯ 農地利用実態把握調査(全筆調査)を実施します

この周辺に

イノシシを捕まえるための

わな があります。

笠間市鳥獣被害対策実施隊・笠間市

注 意

委員会は傍聴することができます。

日時 7 月 30 日（木）午後 2時～

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階 多目的会議室(笠間市福田 165-1）

内容 （1）前回会議録の確認 （2）監視活動および意見交換等(施設維持管理）

（3）今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 7 月 30 日（木）午前 9時まで

申・問 環境保全課(内線 127）

※コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。

⑮ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑦ぺージ
2020-0702

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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後期高齢者医療保険に加入されている方に、後期高齢者医療保険料の納入通知書を 7月 13 日

（月）に発送します。第 1期の納期限は 7月 31 日（金）です。なお、年金天引きの方の保険料額

決定通知書は 7月 31 日（金）に発送します。

【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を確認してください。

【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。なお、納入通知書には第 2期から第 8期の納付書

も同封されていますので、納め忘れにご注意ください。

※口座振替の登録をお願いします。

登録は市内金融機関または郵便局の窓口に、預貯金通帳、通帳の届出印、納入通知書を持参の

うえ、お申し込みください。

【令和 2・3年度の後期高齢者医療保険料率について】

※保険料率は茨城県内均一です。2年ごとに見直されます

問 保険年金課(内線142) 笠間支所市民窓口課(内線72123) 岩間支所市民窓口課(内線73181)

⑰ 後期高齢者医療保険料の期限内納付をお願いします

保険料
均等割額 46,000 円

所得割率 8.50％

保険料の賦課限度額(上限額) 640,000 円

笠間警察署、市内の交番、駐在所で試験案内を配布しています。

受験資格

警察官 A：昭和 62 年 4月 2 日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業した

方、もしくは令和 3年 3月 31 日までに卒業見込みの方または人事委員会がこれと同等

と認める方

警察官 B：昭和 62 年 4月 2 日から平成 15 年 4月 1 日までに生まれ、警察官 Aの受験資格(学歴区

分)に該当しない方

第一次試験日 9 月 20 日（日）

申込期限 8 月 20 日（木）

問 笠間警察署警務課 ℡ 0296-73-0110

⑱ 茨城県警察官を募集します

一次試験 9 月 20 日（日）

受験資格

刑務 A・B（一般・武道）：平成 3年 4月 2日～平成 15 年 4月 1 日生まれの方

刑務 A・B（社会人）：昭和 55年 4月 2日～平成 3年 4月 1日生まれの方

受付期間 電子申請：7月 21 日（火）～30日（木）受信有効

申・問 法務省東京矯正管区 ℡ 048-600-1502 HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

⑲ 刑務官採用試験を実施します

⑧ぺージ
2020-0702

小中学生の登下校の見守りをお願いします。



申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
メール ibaraki.pco-mito@rct.gsdf.mod.go.jp

⑳ 自衛官を募集します

募集種目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生

資格

海：18歳以上 23 歳未満

空：18歳以上 21 歳未満

高卒者(見込含)または高

専 3年次修了者(見込含）

18 歳以上 33歳未満

(32 歳の方は、採用予定月

の末日現在 33 歳に達して

いない方）

18歳以上 33歳未満

(32 歳の方は、採用予定月の

3か月後の末日現在 33 歳に

達していない方）

受付期間 9 月 10 日まで 年間を通じて受付

試
験
期
日

1次 9 月 22 日
9 月18 日～20 日

(いずれか 1日を指定）
受付時に通知

2次 10 月 17 日～22日
10 月9日～14日

(いずれか 1日を指定）

3次
海：11月20日～12月16日

空：11月14日～12月17日

合
格
発
表

1次 10 月 9日 10 月 2日 合格発表日は試験時に通知

2次
海：11月11日

空：11月6日

最終 令和 3年 1月 19 日 11 月 6日

待遇・

特徴等

【共通】身分：特別職国家公務員

給与等：月額 179,200 円(自衛官候補生は 2士任官後)、昇給年 1回、賞与年 2回支給

衣食住：隊内居住者は宿舎費無料、食事、制服･作業着その他の被服類も支給または貸与

その他：有利な金利の貯金制度、充実した年金制度等数々の施策・制度が利用可能

海上自衛隊のパイロットお

よび戦術航空士･航空自衛

隊のパイロットを目指すコ

ース。高校卒業後最も早く

機長として活躍できる。

部隊の中核である曹を養

成するコース。陸上･海上･

航空の各自衛隊で経験を

積み入隊後2年9か月経過

以降選考により曹へと昇

任する。

陸は2年、海・空は3年(自衛

官候補生の 3か月間含む)の

任期制隊員コース。入隊して

3か月間は自衛官候補生とし

て経験を積み、その後2等陸･

海･空士に任命される。

ホームページ

⑨ぺージ
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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

中央(旧水戸)保健所 ℡ 029-241-0100 9 時～17 時(平日のみ）
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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 9 月 8日～11月 24 日の毎週火曜日 午後 1時～3時

場所 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）

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 1 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 (4)教室参加の評価と生活指導

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。ただし、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。

(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 8 名程度(先着順）

参加費 1,500 円(全 12 回分）

申込方法 フロイデ総合在宅サポートセンター友部へ電話でお申し込みください。

申込期限 8 月 12 日（水）

申 フロイデ総合在宅サポートセンター友部 ℡ 0296-73-5577

問 高齢福祉課(内線 175）

㉑ 元気すこやか教室

県内の母子家庭のお母さんとお子さんが、広く地域を越えて交流と楽しい体験ができる｢宿泊

研修事業｣の参加者を募集しています。

日時 9 月 21 日（月）午後 2時～22 日（火）午後 1時まで ※現地集合、現地解散

場所 茨城県立児童センター こどもの城(大洗町磯浜町 8249-4） ℡ 029-266-3044

対象 ・県内在住の母子家庭の親子(親のみ、子のみは対象外）

・全日程参加できる方(遅刻、早退はできません）・子の年齢は、年長児から中学2年生まで

定員 80 名（応募者多数の場合は抽選）

参加費 1 世帯 500 円

申込方法 電話でお申し込みください

申込期限 8 月 14 日（金）

申・問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-8497

㉒ 親子すこやか宿泊研修事業

⑩ぺージ
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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 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）



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 8 月 4日（火）昼の部：午後 2時～2時 50 分、午後 3時～3時 50 分

夜の部：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：コートニー･プールさん、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 8 月 3 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。随時、市ホ

ームページに掲載します。

㉓ イングリッシュ・スペース

お友達と一緒に夏の思い出づくりにチャレンジしましょう。学んだことをおうち時間にも活かせま

す。市内各学校からお知らせを配布しますので、詳しくは最寄りの公民館にお問い合わせください。

対象 市内在住・在学(市内小学校･義務教育学校)の小学生

申込期限 7 月 23 日（木）

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 岩間公民館 ℡0299-45-2080

※公民館は月曜日休館です。

※コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。

㉕ サマースクールチャレンジ講座

自然豊かな北山公園で笠間市国際交流員、英語指導助手とバーベキューを楽しみませんか。海

外の方と交流しながら英語に触れるチャンスです。英語が苦手な方も大歓迎です。ご家族やお友

達を誘って、お気軽にご参加ください。

日時 8 月 8日（土）午前 11時～午後 2時 30 分 受付：午前 10時 30 分

場所 北山公園バーベキュー場(笠間市平町 1416-1）

講師 国際交流員：アイガル・アンドリューさん

英語指導助手：カルビンさん、コートニーさん、ディーンさん、フランシスさん

対象 市内在住、在勤の方(18 歳未満の場合は保護者の同伴が必要）

定員 20 名(先着順）

参加費 大人：1,500 円 小学生：1,000 円(当日会場でお支払いください。）

※新型コロナウイルス感染防止のため、下記のとおりの対策を実施します。予めご理解いただき

ますようお願いします。

・当日自宅で体温測定し、37.5℃未満であることをご確認ください。また、風邪のような症状の

ある方、体調のすぐれない方のご参加はお控えください。

・受付の際、感染防止のため設置する次亜塩素酸水で手を消毒し、マスクの着用をお願いします。

申込方法 電話またはメールで氏名、住所、年齢、電話番号、参加人数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

㉔ イングリッシュ・バーベキュー

⑪ぺージ
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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。
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ダンススポーツは健康寿命延長にも役立つ一生物の宝となる生涯スポーツです。

コロナウイルス感染症対策で、人数制限がありますので事前の申し込みをお願いします。

日時 7～8 月 毎週木曜日 午後 4時 30 分～5時 30 分

場所 友部公民館 多目的ルーム（笠間市中央 3-3-6）

内容 ラダー･エクササイズ、バレエ･エクササイズ(スキップ他）、棒さま簡単ペア･ダンス

講師 (公財)日本スポーツ協会 公認ダンススポーツコーチⅢ･JDSF 公認ジュニア指導員

対象 3 歳～小学 2年生とその保護者(3歳児は保護者と参加）、スポーツ少年団の指導に興味の

ある高校生～50歳くらいの方(経験不問）

参加費 無料

持ち物 上履き、マスク、飲み物、汗拭き、着替え

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 7 月 30 日（木）

申・問 伊藤 ℡ 090-2728-6120(午後 1～7時）

㉘ 親子で｢棒さま･ダンススポーツ」

身近にある器などでお花を素敵に生けるコツを学びます。新型コロナウイルス感染症の影響

で、需要が減少している花きの消費を応援しましょう。

※新型コロナウイルス感染予防のため｢3密｣を避け、屋外で実施します。

講師 金澤 雅枝さん
かなざわ ま さ え

対象 市内在住または在勤の方

参加費 各 1,300 円(受講料、材料代含む。受付時に徴収。）

定員 各 8名(応募者多数の場合は抽選）

申込方法 電話またはFAX、メールでお申し込みください。申込用紙はホームページよりダウンロードで

きます。講座名、申込日、氏名(ふりがな）、住所、電話番号を記載のうえお申込みください。

申込期限 7 月 16 日（木）

持ち物 器(直径口 15㎝以内×高さ 10 ㎝以内)花ばさみ、持ち帰り用袋、タオル、飲み物、帽子

申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 FAX 0296-72-2103 メール kasakomin@city.kasama.lg.jp

㉗ 木陰でフラワーレッスン｢お花のある生活 身近な器で季節感を味わう」

日時 場所 雨天時の開催場所

7 月 22 日（水） 午前 10 時

～11時 30 分

北山公園(笠間市平町 1416-1） 屋根付きの屋外

7月 29 日（水） 岩間体験学習館(笠間市上郷 1742-1） 室内

ビオトープ天神の里｢天神池｣で、釣竿を手作りし、小魚やザリガニなど釣れた魚を観察しまし

ょう。釣り道具やえさは用意します。釣り上げた魚の持ち帰りはできません。

日時 8 月 1日（土）集合：午前 9時 終了：正午 (荒天中止）

場所 ビオトープ天神の里(北山公園付近）

対象 小学 6年生以下(小学 3年生以下は保護者同伴）

定員 25 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 200 円(材料費）

持ち物 バケツなどの入れもの、飲み物、履物(長靴をおすすめします）

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 20 日（月）

申・問 環境保全課(内線 125）

㉖ 天神の里「釣り大会」

いばらき電子申請サービス
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【回覧】 次号は 7月 16 日発行 第 2 -11 号

mailto:%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%ABkasakomin@city.kasama.lg.jp

