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令和2年 10月 1 日 第 2‐19号

〇メール通知システム「いばらきアマビエちゃん」（県独自システム）

新型コロナウイルス感染者が発生した場合に、その感染者と同じ日に施設を利用した方にメー

ルでお知らせします。

事業者の方は、システムへの登録と感染防止対策宣誓書の掲示をお願いします。

市民の皆さんは、お出かけの際に各店舗での登録をお願いします。

〇接触確認アプリ「COCOA」（厚生労働省推奨アプリ）

新型コロナウイルス感染者と 1メートル以内、15分以上接触した可能性がある場合、通知を受

け取れるスマートフォンアプリです。アプリ利用者間での接触の場合に有効になるアプリですの

で、より多くの登録をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

① 接触確認システムをご利用ください

事業者登録フォーム

①ぺージ
2020-1001

【回覧】お早めに回してください 全14ページ(A3…3枚、A4…1枚)



｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣の購入引換券との引き換えが 10 月 2日より始まります。期

間を過ぎた場合の引き換えは無効となりますのでご注意ください。

対象 事前申し込みにより購入引換券をお持ちの世帯

引換に必要なもの 購入引換券、購入引換券に記載のある冊数分の金額(1冊 1 万円）

運転免許証など窓口に来られる方の本人確認書類

引換期間 10 月 2 日（金）～30 日（金）

引換場所 購入引換券にチェックのある郵便局または商工会(引換場所の変更はできません）

引換時間 ・笠間市商工会各事務所(平日と 10月 3 日・4日・10日・11 日の土日に実施）

午前 9時～午後 4時

・友部郵便局(平日のみ実施）

午前 9時～午後 7時

・上記以外の郵便局(平日のみ実施）

午前 9時～午後 5時

申・問 笠間市商工会友部事務所 ℡ 0296-77-0532、商工課(内線 510）

② ｢笠間市プレミアム付商品券 2020｣の購入引き換えが始まります

県と市では、東京オリンピックの正式種目に選ばれたスケートボードや BMX が楽しめる、本格

的な｢スケートパーク｣の整備を進めています。

今回、｢スケートパーク｣の現場見学会を開催します。普段は見ることができない工事現場をぜ

ひご覧ください。当日は、スケートボード初心者向けの体験会も実施します。

日時 10 月 31 日（土）午前の部：午前 10 時～11時 30 分 午後の部：午後 2時～3時 30 分

場所 笠間芸術の森公園 あそびの杜 スケートパーク整備現場(笠間市笠間 2345）

内容 (1)工事説明 (2)現場見学 (3)スケートボード体験(初心者向け)

対象 市内在住の小学生(兄弟姉妹での参加可)とその保護者

定員 各回 10 組 20 名程度(応募者多数の場合は抽選。参加者には、10 月 20 日（火）に参加通知

書を発送し詳細をお知らせします。）

参加費 無料

申込方法 ハガキまたはメールに①お子さんの氏名(フリガナ）、②お子さんの通う学校名、学年、

年齢③保護者氏名(フリガナ)④住所⑤電話番号(緊急連絡先)⑥ご希望の時間帯:｢午

前｣、｢午後｣、｢どちらでも可｣のいずれかを記載してお申し込みください。

申込期限 10 月 19 日（月）必着 (メールの場合午後 5時まで）

申・問 都市計画課(内線 588） メール toshi@city.kasama.lg.jp
※雨天時や新型コロナウイルス感染症の状況により中止となることがあります。

※マスクの着用をお願いします。

③ ｢スケートパーク整備工事｣ 親子現場見学会に参加しませんか

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。



空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。

日時 11 月 28 日（土）午後 1時～4時

場所 友部公民館（笠間市中央 3-3-6）

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応じます。

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者(管理者）

※業として管理する方は対象外

定員 6 組(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 予約票を窓口に直接持参または、郵送、FAX、メールでお申し込みください。予約票は窓口

で配布するほか、ホームページ(｢空家相談会｣で検索)からもダウンロードできます。

※予約票に空家の写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズです。

申込期限 10 月 30 日（金）

申・問 都市計画課空家政策推進室(内線 534） FAX 0296-77-5009

メール akiya@city.kasama.lg.jp HP http://www.city.kasama.lg.jp

⑤ 空家等無料相談会を開催します

新型コロナウイルス感染症の影響により、発表機会や収入が減少している音楽アーティストを

支援するため、芸術活動支援事業を実施します。

申込方法 ｢笠間市芸術活動支援事業申込書｣を郵送またはメールでお申し込みください。

申込期限 10月30日（金）必着（出演者の決定は、11月13日（金）までに郵送により通知します。）

申・問 生涯学習課(内線382）〒309-1792 笠間市中央3-2-1 メール gakushu@city.kasama.lg.jp

⑥ 音楽動画配信およびミニコンサートの出演者を募集します

動画制作・配信 ミニコンサート

日時
収録日：12月 9日（水）・10 日（木）

配信時期:12月下旬頃および令和3年1月中旬頃
開催日：令和 3年 2月 11 日（木・祝）

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）
地域交流センターともべ

(笠間市友部駅前 1-10）

内容 収録時間：1本あたり約30分、1～2本 演奏時間：30分程度

対象
新型コロナウィルス感染症の影響により、発表機会や収入が減少している市内在住・出身

の個人・グループの音楽アーティスト(グループの場合は、代表者が市内在住・出身）

定員
6 組程度(1 組あたり 5名を上限）

※応募者多数の場合は、音楽ジャンル・演奏活動履歴等をもとに選考。

報酬 1 本：30,000 円/人 1 回：30,000 円/人

令和2年10月 1 日 第 2‐19号

令和 3年 3月 31 日（水）をもって、常陽銀行岩間支所派出所が廃止となります。これまでど

おり、岩間支所地域課で市税等の納税窓口対応を行いますが、窓口混雑緩和のため次の方法で

も納付できますので、積極的なご利用、ご協力をお願いします。

・口座振替、金融機関、コンビニエンスストアでの納付

・スマートフォンを活用しての納付(PayPay、LINE Pay）

問 岩間支所地域課(内線 73121) 会計課(内線 102) 収税課(内線 121）

④ 常陽銀行岩間支所派出所が廃止となります

③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/

LINE PayPayPay



歳末たすけあい募金運動で集められた募金から援護を必要とする世帯に自己申告方式により、

援護金を配分する事業です。

【配分の対象となる世帯の条件】

10 月 1日現在で、世帯全員の市民税が非課税で笠間市に 6ヶ月以上住所を有し、現に居住して

いる世帯で、次にあげる区分のいずれかに該当する世帯。

申込方法 印鑑、振込先口座が確認できるもの(通帳等)をお持ちのうえ、窓口で直接お申し込み

ください(代理申請可）。

配分方法 指定口座に入金されます。振り込みは、12月18日（金）を予定しています。

申込期限 11 月 13 日（金）

※対象世帯が 2つ以上該当する場合でも申請はいずれか 1つとなります。

※生活保護世帯や施設入所者、長期入院者(6 か月以上)は対象になりません。

申・問 笠間市社会福祉協議会 本所 笠間市美原 3-2-11 ℡ 0296-77-0730

笠間支所 笠間市石井 717 ℡ 0296-73-0084

岩間支所 笠間市下郷 5139-1 ℡ 0299-45-7889

⑦ 歳末たすけあい援護金を配分します

対象世帯 条件

準要保護 準要保護の認定を受けている世帯

身体障がい者(児)

知的障がい者(児)

精神障がい者(児)

身体障害者手帳 1級所持者のいる世帯

療育手帳 Ⓐ・A所持者のいる世帯

精神障害者保健福祉手帳 1級所持者のいる世帯

ひとり親

(母子・父子）

ひとり親世帯で満 18 歳まで(満 18 歳到達後の最初の 4月1日までの間に

ある)の子がいる世帯

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。

ひとり暮らし高齢者

高齢者

75 歳以上のひとり暮らし高齢者世帯

75 歳以上の高齢者のみの世帯

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。

要介護認定 4・5 要介護認定 4・5の方がいる世帯

行政機関が集まり、相談を受け付けます。相談は各機関 6人まで、1人あたりの相談時間は 20

分です。ご予約のうえ、お気軽にお越しください。

※会場にお越しの際はマスクの着用をお願いします。

日時 11 月 12 日（木）午後 1時～4時

場所 水戸地方合同庁舎 2階 大会議室(水戸市北見町 1-11）

参加予定機関 水戸地方法務局、茨城労働局、茨城働き方改革推進支援センター、日本年金機

構水戸南年金事務所、茨城県弁護士会、関東信越税理士会茨城県支部連合会、

総務省行政相談センターきくみみ茨城

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期間 10 月 22 日（木）～11 月 9日（月）

申・問 総務省行政相談センターきくみみ茨城 ℡ 0570-090110 ℡ 029-253-1100

⑧ くらしの困りごと相談会を開催します

④ぺージ
2020-1001

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。



公共下水道管を布設する工事に伴い、交通規制を行います。交通の際には、工事看板および

交通誘導員の指示に従って通行してください。付近にお住まいの方、通行される方には大変ご

迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

規制期間 10 月上旬～令和 3年 1月下旬(予定）

規制区間 笠間市長兎路地内(友部スマート IC 上り線出入口より東に 350ｍの地点より北に約

200ｍの区間）

規制内容 全面通行止：午前 8時 30 分～午後 5時

※工事箇所および通行止め区間は順次移動します

施工業者 (株)大平工務店

問 下水道課(内線 71140）

⑨ 公共下水道管路布設工事に伴う交通規制を行います

委員会は傍聴することができます。

日時 10 月 29 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(環境モニタリング）

（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 10 月 29 日（木）午前 9時

申・問 環境保全課(内線 127）

※コロナウイルス感染症の拡大状況により、文書開催となる場合があります。

⑩ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

令和2年 10月 1日第2‐19号

⑤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 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）



10 月は土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う｢土地月間｣です。

5,000 ㎡以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき権利取得者(譲受人)は契約締

結日を含めて 2週間以内に届出を行う必要があります。

なお、5,000 ㎡未満であっても、同一の権利取得者が同一の利用目的のために土地を買い集め、

最終的に 5,000 ㎡以上の土地取引を行う場合は、｢一団の土地｣として契約ごとに届出が必要です。

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、企画政策課までお問い合わせください。

問 企画政策課(内線 555）

⑪ 10 月は土地月間です～土地取引の後には届出を～

相続人代表者指定届

固定資産(土地、家屋)の所有者が亡くなられた場合。固定資産の納税等の管理をしていただく方(相

続人代表者)を相続人の中から決めていただき届の提出をお願いします。

納税管理人申告書

納税管理人の設定および変更をする場合、または設定を解除する場合。

家屋補充課税台帳登録名義人申告書(未登記家屋異動届)

登記されていない家屋を売買、贈与、相続した場合。

家屋の滅失届

家屋を取り壊した場合。

※各種届出用紙は、税務課、各支所地域課に備え付けてあります。また、市ホームページからダ

ウンロードできます。(トップページ⇒｢税務関係申請書等｣で検索）

問 税務課(内線 112）

⑫ 固定資産税に係る各種届出を提出してください

不動産取得税 不動産を取得したときにかかる県の税金です。

・土地を売買、贈与、交換などによって取得したとき

・家屋を建築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換などによって取得したとき

不動産を取得した方は、取得した日から 60 日以内に｢不動産取得申告(報告)書｣を税務課また

は、県税事務所に提出してください。

納税額 税額＝不動産の価格×税率(土地と住宅：3％、住宅以外の家屋：4％）

※不動産の価格とは、購入価格や建築工事費ではなく、市町村の固定資産課税台帳に登録されて

いる価格をいいます。

軽減措置の一例 住宅や住宅用土地を取得した場合など、一定の要件を満たしていれば申請によ

り軽減措置を受けることができます。

土地の減税：土地を取得してから 3年以内に住宅を新築した場合

住宅の減税：新築された未使用の住宅(建売住宅等)を取得した場合または昭和 57 年 1 月１日以

降に新築された住宅を取得し、取得者自身が居住する場合等

※これらの例は、住宅部分(車庫・物置等を含む)の床面積が 50m2以上 240m2以下の住宅であるこ

とが要件となります。他にも不動産取得税の軽減措置がありますので、お問い合わせください。

問 茨城県水戸県税事務所 課税第二課 ℡ 029-221-4820

HP：http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html

⑬ 不動産取得税の軽減措置には申請が必要です

⑥ぺージ
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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



こころの相談室（10～12 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。

※相談日は変更になる場合があり、｢令和 2年度保健センター年間予定表｣の日程とは異なるこ

とがあります。予約時にお問い合わせください。

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 水曜日または木曜日(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

※感染症対策を講じて実施しますが、感染症の流行状況によっては予定が変更となります。

※｢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

⑮ こころの悩みをご相談ください

日時 場所

10 月 13日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 笠間市役所笠間支所(笠間市笠間 1532）

11 月 12 日（木） 午後 2時～4時 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

12 月 7日（月） 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）

婦人科検診の日程を追加します。あなたの健康を守るために、年に一度は健診を受けましょう。子宮

がん検診・乳がん検診は事前申し込みが必要です。定員となり次第、受け付け終了となります。

【要予約】子宮頸がん検診・乳がん検診

※健診日程・時間帯が、｢保健センター年間予定表」の掲載内容とは一部異なります。

※子宮頸がん・乳がん検診は個別に医療機関でも実施できます。事前手続きが必要ですので詳細

はお問い合わせください。

申込方法 窓口に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

⑭ 婦人科検診を追加で実施します

健診日 受付時間 場所

1 月 23 日（土）

【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

【子宮頸がん・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

保健センター

(笠間市南友部1966-1）

令和2年 10月 1 日 第 2‐19号
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今冬は、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されていて、インフル

エンザワクチンの接種が強く推奨されています。

市では今年度のインフルエンザ予防接種の費用を次のように拡大します。

1．高齢者インフルエンザ予防接種（定期接種）接種料金の拡充

・現在：接種料金のうち、市が 1,500 円負担

↓

・拡大後：接種料金のうち、市が 2,500 円負担

※予診票の公費負担額は 1,500 円と記載されていますが、そのまま使用できます。

2．小児インフルエンザ予防接種の対象者の拡充

・現在：1歳～12歳（2回助成）、13 歳～中学 3年生(1回助成）

↓

・拡大後：1歳～12 歳(2 回助成）

13 歳～18 歳になる年度末日(高校 3年生相当)(1 回助成）

接種料金のうち、市が 1,000 円/回負担

実施期間 10 月 1日（木）～令和 3年１月 31日（日）

実施方法

1.高齢者インフルエンザ

〇65歳以上の方

一部の方を除き｢介護保険料通知書｣に同封した予診票等を使用して直接医療機関に申し込ん

で接種してください。

〇60～64 歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を

有する方(身体障害者手帳 1級程度）

市内医療機関で接種希望の方は、直接医療機関に申し込んで接種してください。

市外医療機関で接種希望の方は、保健センターに予診票を申請してください。

〇生活保護世帯の方

社会福祉課または支所福祉課に予診票と生活保護受給証明書を申請してください。

2.小児インフルエンザ

市内医療機関で接種希望の方は、直接医療機関に申し込んで接種してください。

市外(水戸市等)医療機関で接種希望の方は、保健センターに予診票を申請してください。

その他詳細については、広報かさま 9月号やホームページをご覧ください。

問 保健センター ℡ 0296-77—9145

⑰ 高齢者・小児インフルエンザ予防接種費用の助成を拡大します

新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される中、この冬に向けてインフルエンザワクチンの

需要が高まる可能性があります。今年は過去5年間で最大量のワクチンが供給される予定ですが、

より必要とされる方に、確実に届くようご協力をお願いします。

原則として、65歳以上の方、60～64 歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫機能に障害を有する方(身体障害者手帳 1級程度)の方で、接種を希望する方は10

月 1日から接種を行い、それ以外の方は、10月 26 日まで接種をお待ちいただくようお願いします。

問 保健センター ℡ 0296-77—9145

⑯ インフルエンザワクチン接種時期にご協力ください
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10 月 1日より、定期接種実施要領が改正になり、異なった種類のワクチンを接種する場合の間

隔が次のように改正されます。

【接種ワクチン】 【次に接種するワクチン】

問 保健センター ℡ 0296-77—9145

⑲ 予防接種の接種間隔が変わります

27 日以上あける注射生ワクチン

ＢＣＧ、麻しん・風しん
水痘、おたふくかぜ

注射生ワクチン

間隔に制限は

ありません
不活化ワクチン

経口生ワクチン

経口生ワクチン

ロタウイルス

不活化ワクチン

ヒブ、B型肝炎
小児用肺炎球菌

四種混合、日本脳炎
二種混合、インフルエンザ

間隔に制限は

ありません

不活化ワクチン

注射生ワクチン

経口生ワクチン

今冬は、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行が懸念されていて、日本感染症

学会の提言では妊婦の方についてもインフルエンザワクチンの予防接種を強く推奨しています。

そこで、市では今年度妊婦の方のインフルエンザ予防接種費用を次のように助成します。接種ご

希望の方は、かかりつけの医療機関とご相談のうえ接種してください。

接種期間 10 月 1 日（木）～令和 3 年 1 月 31 日（日）

対象者 接種日現在、笠間市に住民登録があり母子健康手帳交付を受けている妊婦

※出産後に接種した方は、該当になりません。

助成額 接種 1回につき 2,500 円を上限として助成(償還払い)します。

助成回数 1 回

助成方法

1．医療機関で予防接種を実施し、接種費用を 1度全額お支払いください。

2．次の申請書類を保健センターに提出し、助成申請をしてください。

①笠間市妊婦インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第 1号）

②予防接種に要した費用が分かる領収書の原本(領収書はお返しできませんので、ご了承くだ

さい）

※申請期間は、接種日から令和 3年 3月 31 日までとなります。

3．申請された内容を審査し、助成金を口座に振り込みます。

問 保健センター ℡ 0296-77—9145

⑱ 妊婦インフルエンザ予防接種費用を助成します

令和2年 10月 1 日 第 2‐19号
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栗の経営規模の拡大、品質向上の推進を目的とし、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）

⑳ 栗の栽培を大規模におこなう生産者を支援します

農薬を散布する際は、周辺に被害が生じないよう対策をお願いします。

【対策例】 ・事前に散布の日時、場所、農薬の種類などを看板で知らせる。

・周囲に通学路がある場合は学校に知らせ、通学時間帯の散布を避ける。

・風の強さ、風向きに注意して散布する。

・散布中は、看板やコーン等で散布場所がわかるようにする。

問 農政課(内線 528）

㉑ 農薬散布時は周囲への被害防止対策を徹底しましょう

浄化槽の設置者は、浄化槽からきれいな水が放流されているかを検査する、年 1回の水質検査

(法定検査)の受検が義務付けられています。(保守点検および清掃に加え、受検が必要です。）

県では、過去 2年以上法定検査を実施していない方に対して、10月以降に受検の案内文を送

付しますので、法定検査を受検されていない場合は受検の申し込みをお願いします。

申 (公社)茨城県水質保全協会 検査部 ℡ 029-291-4004

問 茨城県県民生活環境部環境対策課 ℡ 029-301-2966

㉒ 浄化槽は法定検査を受けましょう

対象施設 北山公園（笠間市平町北山）

指定期間 令和 3年 4月 1日～令和 4年 3月 31 日の 1年間

資格要件 県内に拠点となる事務所(緊急時に迅速かつ適正な対応がとれる体制を有すること)

を置く法人その他団体であること。個人が応募することはできません。

募集期限 10 月 23 日（金）

応募方法 必要書類を観光課窓口に持参してください。応募に必要な書類は、窓口備え付けまた

は市ホームページからもダウンロードできます。

申・問 観光課(内線 516）

㉓ 北山公園の指定管理者を募集します
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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。）



新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の行事が中止となります。

㉕ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等の中止をお知らせします

内容 問

11 月 7日（土）・8日（日）：六所神社例大祭｢渡御・余興」

※神事のみ実施
日吉町区長 西村 ℡ 090-1852-7578

11 月 3日（火・祝）：神事 流鏑馬

笠間小学校前
笠間稲荷神社 ℡ 0296-73-0001

11 月 7日（土）：奉納 笠間示現流居合抜刀術

笠間稲荷神社境内
笠間稲荷神社 ℡ 0296-73-0001

都市部から笠間市に移住し、笠間の PR や地域活動に取り組む地域おこし協力隊の 2020 年前

期の活動報告を、動画サイト笠間チャンネルで配信しています。ぜひご覧ください。

〇現在活動中の隊員

問 秘書課(内線 224）

㉔ 地域おこし協力隊の活動報告を配信します

氏名：活動年数 活動内容

大坪 桂さん：3年目
おおつぼ かつら ｢笠間ふれあい体験旅行｣および｢民泊｣の推進による都市農村

交流の拡大とまちの活性化

岡本 浩二さん：2年目
おかもと こ う じ 笠間クラインガルテン農産物販売所活性化のためのイベント

開催や、新メニューの提供

川島 拓さん：2年目
かわしま ひらく 市内農産物のPRなど農業振興にかかわる活動と新規就農に向け

た活動

笠間チャンネル

KapoCaポイントの還元商品との交換は 12 月末までとなりますので、余裕を持ってお早めに交
か ぽ か

換をお願いします。

問 市民活動課(内線 133）

㉖ KapoCaのポイント交換はお早めに
か ぽ か

令和2年 10月 1 日 第 2‐19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）



障がい児者による音楽･ダンス等の発表(動画視聴)および制作した作品等の展示や販売をして

くださる方を募集します。

日時 12 月 3 日（木）～7 日（月）までの 5 日間

場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸市千波町東久保 697）

申込方法 県障害福祉課ホームページから様式をダウンロードしお申し込みください。(｢ナイス

ハートふれあいフェスティバル2020」で検索）

申込期限 10 月 14 日（水）

問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375

㉙ ナイスハートふれあいフェスティバル 2020

内容 申

発表(動画視聴) 茨城県障害者スポーツ･文化協会 ℡ 029-301-3375

ナイスハート美術展・作品販売 社会福祉課(内線 155）

市民憲章条文にある｢いきがい、ほほえみ、やすらぎ｣のあるまちづくりを推進するためヘルス

ロードウォーキングを開催します。秋のそよ風を感じながら、ウォーキングを楽しみませんか。

日時 10 月 26 日（月）午前 9時 30 分～11時 30 分

集合：午前 9時 20 分(雨天中止、態度決定当日午前 8時）

場所 集合：飯田ダム管理事務所前(笠間市飯田 1125-12) コース：飯田ダムコース 4.8 ㎞

駐車場：飯田ダム管理事務所駐車場(道路向かい側）

対象 市内に在住または在勤の方

定員 20 名(先着順）

参加費 無料

持ち物 マスク着用、歩きやすい服装、雨具、タオル

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

申込期限 10 月 22 日（木）

申・問 笠間市民憲章推進協議会事務局：市民活動課内(内線 132)

メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※｢いばらきアマビエちゃん｣へご登録ください。また、体調不良時の参加はご遠慮ください。

㉘ かさまヘルスロードウォーキング

自身の｢もしものとき｣を考えてみるのは、これからの人生を充実して過ごすためにも大切な

ことです。日ごろからどのような備えをしておけばよいのか、一緒に考えてみませんか。エン

ディングノートも差し上げます。

日時 11 月 12 日（木） 午後 2時～午後 3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

内容 人生会議の準備をしよう～最期をどう迎えるか～

講師 笠間市地域包括支援センター社会福祉士 他

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。

申込期限 定員に達し次第締切

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

㉗ 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～
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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 10 月 21 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で、高校生以上の方

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 10 月 20 日（火）

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

㉜ 韓国語学ぶニダ!～楽しく学べる韓国語講座～

焼栗や生栗をはじめ、さまざまな栗商品をご用意してお待ちしています。笠間のおいしい秋の

味覚｢栗｣をぜひご賞味ください。

日時 10 月 18 日（日）午前 10時～午後 3時

場所 地域交流センターいわま｢あたご」(笠間市下郷 4438−7）

内容 ・道の駅かさま内にオープンする笠間栗専門店にて提供を予定しているメニューを数量

限定で先行販売

・焼栗、生栗、小美玉プリン(笠間の栗バージョン)の販売 ・飲食コーナーなど

問 (一財)笠間市農業公社 ℡ 0296-73-6439

㉚ 新栗収穫祭
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デマンドタクシーかさま 予約センター ℡ 0296-70-9000
ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。

図書館の本を使って問題を解いていく｢謎解きイベント｣を開催します。今回は謎を解きながら

忍者見習いを目指します。クリアすると認定証がもらえます。

日時 11 月 3日（火･祝）午前 10時～正午

場所 市民センターいわま 2階 会議室(笠間市下郷 5140）

対象 市内在住の小学生(3 年生以下は保護者同伴）

定員 15 名(先着順）

参加費 無料

持ち物 筆記用具、マスク

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 10 月 16 日（金）～25 日（日）午前 9時～午後 7時(土日は午後 6時まで）

申・問 岩間図書館 ℡ 0299-45-2082

※新型コロナウィルス感染症の状況により中止になる場合があります。

㉛ 謎解きイベント｢めざせ!忍者への道 見習いの段」



〇Women's yoga

女性ホルモンバランスやムーンリズムが気になる方、産前産後の身体づくりなど、思春期か

ら更年期のケアに幅広く対応します。

〇ATAGO オクトーバーフェスト

笠間市と国際友好都市協定を締結している｢ドイツ・ラール市｣の収穫祭にちなみ、｢オクトーバ

ーフェスト｣を開催します。先着各 50 名(大人･子ども)にプレゼントを用意しています。ぜひご

来場ください。

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

㉟ 地域交流センターいわま｢あたご｣ イベントのご案内

日時 第1回：10月 10日（土） 第2回：11月 7日（土）午前 10時 30分～11時 45分

講師 伊勢山 陽子さん
い せ や ま よ う こ

参加費 1,500 円/回

申込方法 開催日前日までに窓口で直接、または電話でお申し込みください。3名以上で開催します。

日時 10 月 25 日（日）午前 11時～午後 5時

内容
模擬店：焼き栗、焼き鳥、パンケーキ、ドイツビール、笠間の地酒

催事：ギターライブ、竹細工実演

毎月第 4日曜日にフリーマーケットを開催しています。ピリ辛カレーやオムライス、アップ

ルパイ、フランクフルトやハンドメイドのキーホルダーの作製、古着や子供服、昔懐かしいレ

トロな商品や、地元で取れた新鮮な野菜も出店しています。

また、出店者も随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんのご来場

をお待ちしています。

日時 10 月 25 日（日）午前 9時～午後 1時（小雨決行、荒天中止）

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

問 友部フリーマーケット実行委員会 佐藤 ℡ 090-3245-0880 柏崎 ℡ 090-1880-6317

※新型コロナウィルス感染症対策としていばらきアマビエちゃんに登録しています。

※ご来場の際には、来場者名簿記帳、マスク着用、手指消毒、検温等にご協力をお願いします。

㉞ 友部駅前フリーマーケット
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その土地に長く続く｢個性」・「らしさ｣を、デザインの視点から選び出して制作する観光ガイド

｢d design travel 茨城号｣の発刊にあたり、どのような場所や店が｢茨城らしいか｣等、茨城県の

デザイントラベルを考えるワークショップを開催します。参加は無料です。

日時 10 月 17 日（土）午後 2時～4時 30 分

場所 茨城県水戸生涯学習センター3階(水戸市三の丸 1-5-38 3 階）

内容 スライドトークショー、ワークショップ(掲載スポットを議論・提案）

進行 D&DEPARTMENT PROJECT「d design travel」編集長・神藤 秀人さん
しんどう ひ で と

対象 茨城出身・在住、茨城が大好きな方

定員 40 人

申込方法 ホームページよりお申し込みください。

申 HP https://www.d-department.com/item/DD_EVENT_23073.html
問 d47（D&DEPARTMENT PROJECT）℡ 03-6427-2301

㉝ d design travel WORKSHOP IBARAKI


