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①特別定額給付金の申請はお早めに

②笠間市コロナ NEXT誘客促進事業

｢かさま応援割プラス｣が始まります

③笠間クラインガルテンのテナントを募集します

④国民年金保険料の臨時特例免除期間が

延長になりました

⑤新型コロナウイルス感染症防止に伴い

催事等の中止をお知らせします

⑥国や茨城県の支援策の個別相談会を実施します

⑦国民健康保険 限度額適用認定証等の

更新手続きをお願いします

⑧お盆期間中のごみ収集・し尿汲み取り・

浄化槽清掃の日程をお知らせします

⑨高齢者等世帯にごみ出し支援事業を行っています

⑩農作業中の熱中症に注意してください

⑪ニセ電話詐欺に注意してください

⑫｢うちエコ診断｣を受診してみませんか

⑬就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度

認定試験受験案内を配布します

⑭高等学校卒業程度認定試験受験案内を配布します

⑮排水設備主任技術者受験講習･試験を実施します

⑯防衛大学校･防衛医科大学の学生を募集します

⑰ヘルスアップセミナー～おいしく食べて健康に～

の参加者を募集します

■教養・文化・交流 他

⑱ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会

⑲フクシマ ～尊厳の記録と記憶 写真展

⑳婚活相談会

㉑笠間ふれあい大学 8月講座のご案内

㉒社会参加のためのSST手法によるグループ訓練会
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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

7月 10 日現在申請状況

・対象世帯数 31,613 世帯

・申請世帯数 31,017 世帯(オンライン、郵送計）

・給付率(世帯割) 約 98％

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



6 月までそば処｢結ノ庵｣として営業していた店舗で、新規飲食店のテナント募集を行います。

笠間クラインガルテンで地域の食材を活かした飲食店の出店にチャレンジしてみませんか。

募集業種 地元産の食材を使用した飲食店(ギャラリー等の併設も可能です。）

所在地 笠間市本戸 4258

月額賃料 定額：20,000 円 歩合：売上金額(税込)の 10%

営業日 火曜日～日曜日(休業日：月曜日および年末年始）

営業時間 原則午前 10 時～午後 6時(延長等は相談に応じます。）

申込方法 募集要項をよくご確認のうえ、必要書類を提出してください。募集要項等は農業公社

ホームページよりダウンロードできます。

申込期限 8 月 21 日（金）

申・問 (一財)笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439 HP http://www.kasama-agri.jp/

③ 笠間クラインガルテンのテナントを募集します

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。②ぺージ
2020-0716

市では、新型コロナウイルス感染症によって甚大な影響を受けた市内旅行需要の早期回復と、今

後を見据えた観光関連基盤の強化のため、宿泊を支援し体験型観光を推進する事業を行います。

茨城県宿泊促進事業｢いばらき応援割｣(8月 31日まで)との併用も可能です。

適用開始日 7 月 17 日（金）宿泊分より

対象 市内のホテル・旅館等の宿泊施設と住宅宿泊事業者(割引後の宿泊商品を各事業者が販売

します。)

利用方法 対象の宿泊施設に宿泊すると｢かさま応援割｣が受けられます。

内容

【宿泊料金の支援(ただし、自己負担 1,000 円を下限とします)】

【体験助成券の発行】

宿泊者全員に、ゴルフ、陶芸、美術館等で利用できる 3,000 円分の体験助成券を発行します。

※利用可能な宿泊施設、体験施設の詳細等は、ホームページをご確認ください。

※新型コロナウイルス感染状況により、内容が変更となる場合があります。

ホームページ https://www.city.kasama.lg.jp/page/page011541.html
問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222

② 笠間市コロナ NEXT 誘客促進事業 ｢かさま応援割プラス｣が始まります

宿泊料金（税込） 支援限度額(一人一泊あたり）

10,000 円以上 5,000 円

10,000 円未満 3,000 円

住宅宿泊(民泊）事業者 一律 3,000 円

ETOWA KASAMA
エ ト ワ カ サ マ

一律 10,000 円(8 月 17 日まで茨城県民限定期間）

QRコード



新型コロナウイルス感染症の影響により、所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措

置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除･猶予およ

び学生納付特例の申請が可能です。

対象 次の 2点のいずれも該当する方

・令和 2年 2月以降に、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方

・令和 2年 2月以降の所得状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当

(学生は学生納付特例基準相当)になることが見込まれる方

対象期間 令和 2年分以降の国民年金保険料が対象となります。

令和元年度分：2月分～6月分まで

令和 2年度分：7月分～令和 3年 6月分まで

申請方法 申請の手続きについては、必要書類をつけてできる限り郵送でお願いします。申請

書･申立書は、日本年金機構のホームページからダウンロードしていただくか、担当

課までお電話いただければ郵送します。

必要書類 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の場合は学生納付特例申請書と学生証の

写しまたは在学証明書）、所得の申立書(臨時特例用)、本人確認できるもの(運転免

許証等）、印鑑(シャチハタ以外）

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

水戸南年金事務所(水戸市柳町2-5-17)

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73182）

水戸南年金事務所 ℡ 029-227-3278(音声案内が流れたら1→2）

ねんきん加入者ダイヤル ℡ 0570-003-004

④ 国民年金保険料の臨時特例免除期間が延長になりました

申請書･申立書はこちらから

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の催事が中止となります。

⑤ 新型コロナウイルス感染症防止に伴い催事等の中止をお知らせします

内容 場所 問

7 月 26 日（日）：稲田ふれあい祇園まつり 稲田地区 観光課(内線 517）

8 月 2日（日）：おはなし会 友部図書館 友部図書館 ℡ 0296-78-1200

8 月中旬：十六夜まつり 陶の小径 商工課(内線 511）

8月中旬：手越納涼盆踊り大会 手越地区 観光課(内線 517）

令和 2年 7月16日 第 2‐11号
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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 8 時 30 分～22 時(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）



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、中小企業診断士等の先生による国や茨城県の支援策の相談会を開催

します。商工会の会員でない方も、各制度の不明点等について個別に相談できますのでぜひご参

加ください。

相談会は予約制ですので、事前に笠間市商工会へご連絡ください。

相談時間 午前 9時～午後 4時まで(1事業所あたり 1時間～1時間 30分程度）

小規模事業者持続化補助金相談会

雇用調整助成金、家賃支援給付金の相談会

持続化給付金の相談会

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 商工課(内線 511） 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844

⑥ 国や茨城県の支援策の個別相談会を実施します

実施日 場所

8 月 3 日(月)・6日(木)・7 日(金)・17 日(月)・19 日(水）

9月 2日(水)・15 日(火）・16日(水)・28 日(月）
笠間市商工会 本所

8月 11 日(火）・24 日(月）、9月 2日(水） 笠間市商工会 友部事務所

8月 26 日(水）、9月 18 日(金） 笠間市商工会 岩間事務所

実施日 場所

7 月 20 日(月)・29 日(水)、8月 3 日(月)・6日(木） 笠間市商工会 本所

7月 30 日(木）、8月 3日(月）・6日(木） 笠間市商工会 友部事務所

7月 20 日(月） 笠間市商工会 岩間事務所

実施日 場所

7 月 28 日(火)、8 月 25 日(火)、9 月 15 日(火） 笠間市商工会 本所

8月 18 日(火）、9月 1日(火） 笠間市商工会 友部事務所

7月 21 日(火） 笠間市商工会 岩間事務所

市の｢国民健康保険限度額適用認定証｣および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認

定証｣の有効期限は、7月31日までです。更新には申請が必要となりますので、認定証を現在お

持ちの方は更新手続きをお願いします。

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますので、

医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。

※国民健康保険税の未納がある方、令和元年中の所得の申告をしていない方は認定証の発行が

できないことがあります。

必要なもの 国民健康保険証、印鑑、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 140）

⑦ 国民健康保険限度額適用認定証等の更新手続きをお願いします

④ぺージ
2020-0716

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/



【お詫びと訂正】

7 月 2日(木)発行の広報かさま 7月号 11ページ、お盆期間のごみ収集、し尿汲み取り・浄化槽

清掃の記事内に一部誤りがありました。正しくは、次の表のとおりとなります。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月 11 日(火）・12日(水)のし尿汲み取り・浄化槽清掃(笠間地区、友部・岩間地区ともに）

【誤】 休み

【正】 〇 (通常通り実施）

【笠間地区】

※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・ 8月 14 日(金）および 15日(土)は、｢エコフロンティアかさま｣の休業日となります。

8月 14 日と 15 日のごみ収集は休みとなりますが、可燃ごみの振替収集は行いません。

14日(金)分は 18日(火)に、15 日(土)分は 19 日(水)に可燃ごみを出してください。

・不燃ごみおよび資源物回収は、翌週の同じ曜日に振替収集を行います。

・し尿汲み取り･浄化槽清掃については、13日(木)～16 日(日)が休みとなります。

【友部・岩間地区】

※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・ごみ収集･ごみ持ち込みのどちらも通常どおりとなります。

・し尿汲み取り･浄化槽清掃については、13日(木)～16 日(日)が休みとなります。

問 環境保全課(内線 127）

⑧ お盆期間中のごみ収集・し尿汲み取り・浄化槽清掃の日程を

お知らせします

10日

(月･祝)

11 日

(火)

12 日

(水)

13 日

(木)

14 日

(金)

15 日

(土)

16 日

(日)

17 日

（月)

可燃ごみ

収集

休み

11日に

振替

〇

10日・

11日分

○ ○
休み

18日へ

休み

19日へ
○

不燃ごみ・

資源物

収集

休み

17日に

振替

○ ○ ○

休み

21日に

振替

休み

22日に

振替

〇

10日・

17日分

家庭ごみ

持込
休み

事業系

ごみ持込
○ ○ ○ 休み 休み ○

し尿

汲み取り･

浄化槽清掃

○ ○ 休み 休み ○

10日

(月･祝)

11 日

(火)

12 日

(水)

13 日

(木)

14 日

(金)

15 日

(土)

16 日

(日)

17 日

（月)

ごみ収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ持込 ○ ○ ○ ○ ○ ○

し尿

汲み取り・

浄化槽清掃

○ ○ 休み 休み ○

令和 2年 7月16日 第 2‐11号
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



ごみ出し用のコンテナを持ち運ぶ事が困難な高齢者･障がい者の負担を軽減するため、｢不燃ご

み収集袋｣｢資源物収集袋｣によるごみ出し支援事業を行っています。

利用を希望する場合は、次の方法により申請してください。

対象 ・世帯員すべてが 65 歳以上である世帯

・世帯員すべてが身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方)の世帯

・その他、コンテナによるごみの持ち運びが困難であると認められる世帯

※詳細は環境保全課にお問い合わせください。

手数料 不燃ごみ収集袋：40円/1 枚 資源物収集袋：20円/1 枚

申請方法 窓口で申請し処理手数料を納入後に収集袋をお渡しします。本人以外の申請も可能で

すが、あらかじめ本人の同意を得てください。

必要なもの 印鑑、身体障害者手帳(身体障がい者の方のみ）

※収集袋は一般の販売店では取り扱っていませんのでご注意ください。

申・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)

⑨ 高齢者等世帯にごみ出し支援事業を行っています

新型コロナウイルス感染拡大が続く中、本年の夏も気温が高くなることが予想されています。

農作業中の熱中症による死亡事故は例年 7～8 月に集中していて、農業現場における新型コロナ

ウイルス感染症予防と熱中症予防の対策が必要です。特にマスクの着用については、屋外やハウ

スでの作業において熱中症リスクを高める可能性がありますので、新しい生活様式における予防

行動に基づき対応してください。

問 農政課(内線 528）

⑩ 農作業中の熱中症に注意してください

熱中症予防情報サイト

令和 2年 1月 1日から 6月 30 日の間で、県内でニセ電話詐欺が 170 件発生しています。

手口は非常に多様化し、犯人は言葉巧みにお金を騙し取ろうとします。次の例を参考に詐欺被

害の予防に努めてください。

【手口の例】

・息子を装い｢事故を起こして示談金が必要になった。代理の人にお金を渡してほしい｣などと駅

に呼び出しお金をだましとる。

・市役所職員を装い｢還付金が ATMで受け取れる。」などと言い、ATM へ誘導しお金を振り込ませる。

・警察官、金融機関職員などを装い｢あなたの口座が詐欺に使われた。」などと言い、キャッシュ

カードをだまし取る。または偽物とすり替える。

【対策】

・犯人が自宅に来ても対応しないでください。

・「暗証番号を教えて｣｢お金を預かる。キャッシュカードを確認したい。」は全て詐欺と考えてく

ださい。

・少しでも怪しい電話があれば、個人情報は言わず、ご家族へ確認や相談をしましょう。

怪しい電話を受けた際は、最寄りの警察署や警察相談専用電話｢＃9110｣まで通報してください。

問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

⑪ ニセ電話詐欺に注意してください

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

⑥ぺージ
2020-0716



家庭の省エネ対策の知識を持った｢うちエコ診断士｣が、家庭のエネルギー使用量等の情報をも

とにエコ診断を行い、各家庭に合った省エネ対策を提案します。

診断は無料ですので、ぜひご応募ください。

診断期間 12 月上旬まで

申・問 茨城県地球温暖化防止活動推進センター(クールアースいばらきうちエコ診断実施事務局)

((一社)茨城県環境管理協会) ℡ 029-248-7431

HP http://www.kankyokanri.or.jp/cei/

⑫ ｢うちエコ診断｣を受診してみませんか

令和 2年 7月16日 第 2‐11号

高等学校卒業程度認定試験は、さまざまな理由で高等学校を卒業していない方等の学力を評

価し、高等学校を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 9 月 10 日（木）まで

配布場所 市役所本所 学務課

受験資格 令和3年3月31日までに満16歳以上になる方(平成17年4月1日生まれの方を含む）。

現在、高等学校に在籍されている方も受験可能です。

問 学務課(内線 379）

⑭ 高等学校卒業程度認定試験受験案内を配布します

病気などやむを得ない事由により保護者が義務教育諸学校に就学させる義務を猶予または免

除された子等に対して、中学校卒業程度の学力があるかどうかを認定する試験で、合格すると高

等学校の入学資格が与えられます。

受験案内を配布しますので、ご希望の方はお問合せください。

配布期間 9 月 1 日（火）まで

配布場所 市役所本所 学務課

問 学務課(内線 379）

⑬ 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験受験案内を配布します

⑦ぺージ
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日時 講習：9月 15 日（火）午後 1時 30 分～4時 30 分 受付：午後 0時 30 分

試験：10月 26 日（月）午後 1時 30 分～3時 30 分 受付：午後 0時 30 分

場所 茨城県建設技術研修センター(水戸市青柳町 4193）

定員 10 名(先着順）

手数料 受講手数料:4,000 円 受験手数料:2,000 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。書類は窓口に用意しています。

申込期間 7 月 20 日（月）～8月 14 日（金）

申 下水道課(内線 71131）笠間市矢野下 750

問 茨城県下水道協会事務局 ℡ 0294-87-6444

※新型コロナウイルス感染症の状況により、延期または中止する場合があります。

⑮ 排水設備主任技術者受験講習・試験を実施します

｢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）
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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 8 時 30 分～22 時(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）

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

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

⑯ 防衛大学校・防衛医科大学の学生を募集します

種目

受験要項

防衛大学校学生

防衛医科大学校

医学科学生
看護学科学生

(自衛官候補看護学生）

受付期間

一般：10月 22 日まで

10月7日まで 10月1日まで推薦：9月 5日～11日

総合選抜：9月 5日～11 日

応募資格

(日本国籍を

有すること)

令和 3年 4月 1日現在、高卒者(見込含)18 歳以上 21 歳未満

推薦は学校長の推薦者

試
験
期
日
等

第1次

試験

一般：11月 7日、8日

10月24日、25日 10月17日
推薦：9月 26 日、27 日

総合選抜：9月 26 日

(推薦との併願はできません）

第2次

試験

一般：12月 8日～12 日のうち

指定する日
12月9日～11日

のうち指定する日

11月28日、29日

のうち指定する日
総合選抜：10月31日、11月1日

合格

発表

一般: 1 次 11 月 25 日

最終 令和3年1月22日
1 次：11月 26 日

最終：令和3年2月12日

1次：11 月 13 日

最終：令和 3年 2月 5日
推薦：10月 30 日

総合: 1 次 10 月 16 日

最終 11月 25 日

処
遇
等

学生の身分

・手当等

特別国家公務員

毎月学生手当：117,000 円(令和元年 12月現在）、年 2回期末手当を支給

その他
修学年限は4年、卒業後約1年

で3等陸･海･空尉に任官します。

修学年限は6年、医師免許

取得後2等陸･海･空尉に

任官します。

修学年限4年、国家試験合

格後3等陸･海空尉に任官

します。

ホームページ



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 8 月 17 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

⑱ ひきこもりがちな方の心の相談･就労に向けての相談会

福島第一原発事故から 9年がたち事故後に生まれた子どもたちは小学生になりました。何も知

らない子どもたちにも伝えていくことが大切ではないでしょうか。

フォトジャーナリスト・豊田 直巳さんによる写真展です。
と よ だ な お み

問 ちょっと待った再稼働 笠間市民の会 平山 ℡ 090-2312-6747

⑲ フクシマ ～尊厳の記録と記憶 写真展

日時 場所

7 月 31 日(金)

～8 月 26 日(水）

午前 9時～午後 7時

最終日は午後4時まで

笠間図書館 ギャラリー

(笠間市石井 1-10）

8 月 8日(土)

～10 日(月･祝)
午前 10 時～午後 4時

地域交流センターいわま｢あたご｣ 多目的ホール

(笠間市下郷 4438-7）

令和 2年 7月16日 第 2‐11号
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生活習慣病予防のお話や、栄養バランスや減塩、野菜摂取などを意識した食事の試食など、

健康に役立つ情報が盛りだくさんなセミナーを開催します。

この機会にご自身の食生活を見直したい方は、ぜひご参加ください。

日時 9 月 2日（水）午前 10時 30 分～11時 30 分 受付：10時 15 分

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

内容 講話：健康づくり情報、血圧ワンポイントアドバイス、食事バランスと野菜摂取アップのコツ

食塩濃度チェック(家の味噌汁またはスープの食塩濃度の計測）

量と栄養バランスのとれた食事の試食

対象 市内在住の方

定員 15 名(申し込み多数の場合は抽選となります）

参加費 無料

講師 笠間市ヘルスリーダーの会

持ち物 自宅で作った味噌汁またはスープ(よく洗った空瓶やペットボトルに50㏄程度入れた物）

筆記用具、飲み物

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 8 月 17 日（月）

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

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

⑰ ヘルスアップセミナー ～おいしく食べて健康に～

の参加者を募集します

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



人生 100 年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。どなたでも参加できますので、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。

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 20 名(先着順）

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。

㉑ 笠間ふれあい大学 8月講座のご案内

日時 内容 参加費

8 日(土)
午前10時

～11時30分

｢環境の話｣ 温暖化問題をみんなで考えよう

講師：東北大学 客員教授 橋本 光男さん
はしもと み つ お 500 円

23 日(日)
午前 10 時

～正午

｢笠間いなり寿司｣ その由来を訪ね明日を語る

講師：いな吉会 菅井 敏幸さん、
す が い としゆき

いな吉会加盟店会 関 守さん
せき まもる

※｢四木会｣と共催

1,000 円

(いなり寿司付き）

29日(土)
健康カラオケ教室(音楽科) 歌う門には福来る

ギター演奏とカラオケ：石崎 健さん
いしざき けん

1,000 円

(飲み物･お菓子付）

職場でも学校でも、ほかの人となんとなく違う、対人関係が苦手で常に生きにくさを感じて

いる、我が子が周りの子どもと違うような気がする、発達障害ではと言われたなど悩んでいる

方、SST(ソーシャル・スキル・トレーニング）を使った訓練に参加してみませんか。

場所 グッジョブセンターみと(水戸市大工町 1-2-3 トモスみとビル 4階 C-1）

講師 SST 指導者 武藤 幸枝さん
む と う ゆ き え

定員 各時間 6人前後

参加費 2,000 円/回

申込方法 電話または FAX、メール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 メール good.job@npocommons.org

㉒ 社会参加のための SST手法によるグループ訓練会

日時 コース

7 月～令和 3年 3月

までの第 2土曜日

午前 9時～10 時 30 分 小学生･中学生

午前 11 時～午後 0時 30 分 高校生･成人
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婚活に対しての悩み事などに、無料でお答えする相談会を開催します。予約者のみの相談です

ので、必ず事前に予約してください。

日時 8 月 2日（日）午前 9時～正午

場所 友部公民館 1F 相談室(笠間市中央 3-3-6）

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 (特非)新和会 二瓶 ℡ 090-6536-3869
に へ い

⑳ 婚活相談会

【回覧】 次号は 7月 30 日発行 第 2 -12 号


