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新型コロナウイルスワクチン接種について、予防接種法の改正により市町村において予防接

種を実施することになりました。

市では、接種の優先順位に従い、現在 3月中旬頃に 65 歳以上の方へ接種券を発送できるよう

準備を進めています。また、笠間市医師会と連携しワクチンの供給が始まりましたら、ワクチン

の接種が迅速に開始できるよう調整をしているところです。

詳細につきましては、今後のワクチンの供給状況等を確認しながら随時お知らせします。

問 新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム(内線 272）

① 新型コロナウイルスワクチン接種について (2月 1日時点）

【回覧】お早めに回してください 全16ページ (A3…4 枚)



＜市内累計陽性者数 84名(1 月 31 日現在)＞

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、｢手洗い｣や｢マスクの着用｣です。

・帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手洗いをしましょう。

・外出時、屋内にいる時や会話をするとき、症状がなくてもマスクを着用しましょう。

・家庭内での感染も広がっていますので外出時同様の感染予防対策をお願いします。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

② 新型コロナウイルス感染症関連情報

外出を控えざるを得ない今、｢気がついたら一日テレビの前に座っていた｣なんてことはありま

せんか。こんな時期こそ、意識的にからだやこころを動かし、元気を保つ工夫が大切です。

生活不活発について

生活不活発(動かないこと)が続くことで、フレイル(虚弱)が進んでしまうことが心配です。

予防のためのポイントをまとめてみました。

1.体調管理のポイント

・できるだけ人ごみを避けたり、こまめに手を洗うなど感染予防を心がけましょう。

2.運動のポイント

・座っている時間を減らし、こまめに動きましょう。

・筋力を維持しましょう。夕方 5時の時報が聞こえたら、体操を始めるなど毎日の習慣にする

ことを心がけてください。

・気分転換に散歩を楽しみましょう。ただし、人ごみを避けることが大切です。

3.食生活・口腔ケアのポイント

・三食欠かさず、なんでもバランスよく食べましょう。

・しっかりよく噛んで食べましょう。食事の前に口を動かす体操をしたり、食後は歯や入れ歯

の手入れをするなど、口腔ケアに努めましょう。

4.人との交流のポイント

・みんなで交流することが少なくなったこの時期、電話で誰かと話すなど互いに支えあうこと

を心がけましょう。

問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

③ いつまでも元気で過ごすために～生活不活発に気をつけましょう～
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



地方公共団体情報システム機構(マイナンバーカードを作成している国の関係機関)では、マ

イナンバーカードを取得していない方に対し、QRコード付きマイナンバーカード交付申請書(以

下、交付申請書という。)を 1月から 3月にかけて個人宛てに普通郵便(転送不要)で順次発送し

ています。

マイナンバーカードの取得は任意ですが、今回送付される交付申請書を使い、郵送やスマート

フォンなどにより、マイナンバーカードの申請ができます。

送付対象 マイナンバーカードを取得されていない方

送付時期 1 月から 3月にかけて順次発送予定です

※最近、マイナンバーカードを申請･取得された方は行き違いでご案内が届くことがありますが、

改めてマイナンバーカードの申請をする必要はありません。

※次に該当する方は、別の機会に交付申請書を送付しているか送付予定のため今回の送付対象と

はなりません。

75歳以上の方 後期高齢者医療制度の保険証更新時に、郵送用の交付申請書を送付します。

令和2年1月1日以降に出生または国外から転入された方

出生時または転入時に個人番号通知書等と一緒に交付申請書を送付します。

在留期間の定めのある外国人住民の方

地方出入国在留管理局でマイナンバーカードの交付申請などについてお知らせをしています。

〇マイナンバーカードの申請をサポートしています

笠間支所・岩間支所の市民窓口課では、市内在住の方を対象に、マイナンバーカードの申請補

助サービスを行っています。

このサービスは、マイナンバーカードの申請を希望されるご本人に市役所までお越しいただ

き、職員が専用端末を用い、写真を撮影し、オンライン申請を補助するものです。

希望される方は、事前に電話予約のうえご来庁ください。料金は無料ですので、お気軽にご利

用ください。

受付日時 月曜日～金曜日(土日祝日、年末年始(12 月 29 日～1月 3日)を除く）

午前 9時～11時 30 分、午後 1時～4時 30 分

※予約の際は、どちらの支所を希望するのかお伝えください。

※本庁市民課では行っていません。

※本人確認書類が必要です。(免許証等）

申 笠間支所市民窓口課(内線 72121) 岩間支所市民窓口課(内線 73186)

問 市民課(内線 147) 笠間支所市民窓口課(内線 72121) 岩間支所市民窓口課(内線 73186)

④ QR コード付きマイナンバーカード交付申請書を送付しています

介護用品支給事業は、国の地域支援事業における交付金を財源としていますが、国の事業見直

しにより一部変更となります。

なお、現在の対象の方には該当･非該当について 2月下旬頃にお知らせします。

対象者 次のすべてに該当する方

(1)市民税非課税の方または生活保護を受給している方。(新しく支給要件に追加)

(2)要介護 3以上の笠間市の被保険者で、在宅介護を受けている方。

※要介護 3の認定を受けて初めて対象となる方については支給要件があります。

(3)介護保険料を完納している方(対象者が属する世帯全員）。

助成金額 月額 4,000 円

対象品目 排泄ケア用品、口腔ケア用品、清拭用品、消臭剤・防臭剤、介護用食器等

問 高齢福祉課（内線 174）

⑤ 令和3年4月から介護用品支給事業の支給要件(対象者)が変わります
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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。



各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、3月 25 日（木）から 4月 5日（月）

の春休み期間中(日曜日は除く）、家庭で保育できない児童をお預かりします。

【受け入れ可能】

春休み全期間 笠間小、稲田小、みなみ学園、北川根小、岩間第二小、岩間第三小

3 月 25 日から31日まで 友部小、友部第二小、岩間第一小

※上記以外の児童クラブについては、定員に達しているため申し込みできません。

次の民間児童クラブをご利用ください。

民間児童クラブ がくどうともべ ℡ 0296-78-4121 民間学童すまいる ℡ 0296-77-6608

民間学童たんぽぽ ℡ 0296-77-6608 学童エレナ ℡ 0299-45-6116

アフタースクールケアキズナバ ℡ 0296-85-6631

入所基準 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別の理由があること

申込方法 申込書および保育できない証明書等(保護者数分)に必要事項を記載のうえ、窓口で

直接お申し込みください(FAX、郵送は不可）。必要書類は窓口に用意してあります。

また、市ホームページからもダウンロードできます。(トップページ⇒｢放課後児童

クラブ｣で検索）

※定員の空き状況および申し込み状況により選考を行い、結果を通知します。

申込期限 2 月 26 日（金）

申 子ども福祉課、各支所福祉課

問 子ども福祉課(内線 164）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、受入ができない可能性があります。

⑥ 放課後児童クラブ春休み一時入所を受け付けます

市では、笠間市融資制度(自治金融･振興金融)を利用している事業者に対して、支払利子の一

部を補給金として交付します。2月上旬の申請期間中に申請を行わなかった対象者の方は、2月

中旬に再度通知を発送しますので期間内に申請してください。3月 1日（月）以降は、いかなる

理由でも利子補給金の交付申請は受け付けできません。

申請期間 2 月 24 日（水）～26 日（金）午前 9時～午後 5時

場所 市役所本所1階 商工課(笠間市中央 3-2-1）

必要書類 利子補給金交付申請書、2月中に発行した納税証明書(未納のない証明）

※対象でない方、また対象者の方であっても申請がない場合や市税に未納がある場合などには、

利子補給金は交付できません。

※最近1か月の間に納付した市税がある場合は｢領収書や通帳記帳面の写し等｣を持参のうえ、納

税証明書(未納のない証明)を申請してください。

問 商工課(内線 511）

⑦ 中小企業事業資金利子補給金の申請書を再送しています

④ぺージ
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令和3年 3月 31日で岩間支所内の常陽銀行派出所が廃止になります。
市税等は安全で安心な口座振替や金融機関、コンビニ、スマート
フォン(PayPay、LINE Pay)を利用した納付が便利です。



水戸税務署では次のとおり、確定申告の相談を受け付けしています。

新型コロナウイルス感染症予防の観点からも、会場の混雑緩和のため、入場には｢入場整理

券｣が必要です。入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。

先行受付期間 2 月 15 日（月）まで (土日祝除く）

場所 水戸税務署 (水戸市北見町 1-17）

※先行受付期間は還付申告のみ受け付けします。｢入場整理券｣は当日会場で配付されるほか、

オンラインで事前取得することも可能です。

通常受付期間 2 月 16 日（火）～3月 15 日（月）

※土日祝除く、ただし 2月 21 日（日）・28日（日）は開場

場所 中央ビル (水戸市泉町 2-3-2）

※当日配付またはオンライン事前発行の｢入場整理券｣が必要です。

・時期によって、会場や入場整理券の配付方法が変わりますのでご注意ください。

・入場整理券の配付方法(オンライン事前発行)については、国税庁ホームページをご覧いただき、

水戸税務署へお問い合わせください。

問 水戸税務署 ℡ 029-231-4211

⑧ 水戸税務署から確定申告のお知らせです

動物を飼うということは、動物の命を預かることです。飼い主として、その命と行動に対して

責任を負うことはもちろん、ペットが健康で快適に暮らせる環境を整える必要があります。

また、災害時などは、避難が必要かの判断はもちろん、避難所で生活できるよう日頃からのし

つけとケージやエサなどの物品の準備が重要です。

守るべき 5か条

1．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

動物の種類に応じた適切な飼い方、取り扱い方をして、健康・安全に気を配りましょう。

2．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

鳴き声や臭いなどで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。

3．むやみに繁殖させないようにしましょう

管理できる数を超えないように、不妊去勢手術などを行いましょう。市では犬猫に対する手術

に対して補助を行っていますのでお問い合わせください。

4．動物による感染症の知識を持ちましょう

動物同士や人と動物間で感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、

自分や他の人への感染を防ぎましょう。

5．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

マイクロチップ、名札、足環などの標識を必ず付けましょう。

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）

⑨ ペットの適正飼養に努めましょう

令和3年2月 4日 第 2‐31号
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マイナンバーカードの申請がお済みでない方に対して、地方公共団体情報
システム機構から「マイナンバーカード交付申請のご案内」が届きます。
ぜひこの機会にカードの申請をお願いします。



委員会は傍聴することができます。コロナウイルス感染症の状況により予定を変更する場合

があります。

⑪ エコフロンティアかさま各委員会を開催します

監視委員会 第 20 回 環境保全委員会

日時 2 月 25 日（木）午後 2時～ 3月 7日（日）午後 1時 30 分～

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

・施設の維持管理

(3)今後の監視活動計画(案）

議題：環境モニタリング結果など

定員 10 名(先着順)

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 2 月 25 日（木）午前 9時まで 2月 25 日（木）

申・問 環境保全課(内線 127） (一財)茨城県環境保全事業団 ℡ 0296-70-2511

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。

⑫ 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

おはなし会：2月末日まで

笠間図書館 ℡ 0296-72-5046

友部図書館 ℡ 0296-78-1200

岩間図書館 ℡ 0299-45-2082

クリーン作戦：例年 3月上旬に実施 環境保全課(内線 127）

場所 笠間市消費生活センター 地域交流センターともべ 内（笠間市友部駅前 1-10）

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。

・お受けできるのは相談のみで案件を依頼することはできません。

・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

⑩ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

日時 内容

3 月 16 日(火)

午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

3 月 25 日(木)

4 月 8日(木)
法律相談:元大学教授 山口 康夫さん

やまぐち や す お

4 月 23 日(金) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ
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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。



次の案件について、パブリック・コメントを行います。｢パブリック･コメント手続制度｣は、市

の主要な施策や事業の立案を行う際に、案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる制

度です。実施期間中は市公式ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で案を閲

覧できます。(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。

案件名 笠間市第 6期障害福祉計画・第 2期障害児福祉計画

案の趣旨

障がいの有無にかかわらず、誰もが住みよいと感じることのできる共生社会の実現に向け、さ

まざまな取り組みが進められており、障がいのある人を取り巻く制度や法律も大きく変化してい

ます。近年、人口構造の変化を背景に、家族の在り方やライフスタイルが多様化する中、さまざ

まな分野の課題が絡み合って複雑化したり、家族で複数の課題を抱えていたりする状況がみられ

ます。そのため、乳幼児期から高齢期に至るまで、さまざまな障がいの特性とライフステージに

応じた切れ目のない支援を多職種・多分野連携により展開することは、これまで以上に重要な課

題となっています。

こうした障がい福祉施策の動向や状況等を捉えながら、障がいのある方が住み慣れた地域で、

生きがいをもって、安心して暮らせるまちの実現に向けて、施策展開の方向性を定めるとともに、

障害福祉サービス等の提供量を見込むなど、｢障害者総合支援法｣および｢児童福祉法｣に基づく計

画として策定するものです。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファックス、メールで提出してください(書式自由）。

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。

意見募集期間 2 月 15 日（月）～3月 8日（月）

提出先・問 社会福祉課(内線 151) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1162 メール info@city.kasama.lg.jp

⑭ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック・コメント手続き制度～

都市部から移住し、笠間の PR や地域活動に取り組む、地域おこし協力隊の活動報告会を開催

します。報告会の様子は You Tube｢チャンネル笠間｣でライブ配信も実施予定です。

また、報告会終了後には、大坪隊員が昨年秋に開業したゲストハウス｢門前 House｣の内覧会を

行います。

日時 3 月 14 日（日）開会：午後 1時 30 分 開場：午後 1時

場所 市役所 笠間支所(笠間市笠間 1532)

内容 各隊員からの活動報告、ゲストハウス｢門前 House｣の内覧会(希望者のみ）

定員 40 名(定員を超えた場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 電話、FAXまたはメールでお申し込みください。オンライン配信は申し込み不要です。

申込期限 3 月 5 日（金）

申・問 秘書課(内線 224） FAX 0296-78-0612 メール info@city.kasama.lg.jp

⑬ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会を開催します

令和3年 2月 4日 第 2‐31号

⑦ぺージ
2021-0204

｢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)



市では令和 3年 4月から任用する会計年度任用職員(旧臨時･非常勤職員)を募集しますので、希

望される方は次によりお申し込みください。

受付期限 2 月 24 日（水)

受付時間 午前8時30分～午後5時15分(土日祝日を除く、公民館は月曜日を除く)

申込方法 市販の履歴書(写真を添付したもの)に必要事項をご記入のうえ、各職種の担当課へ直接

お申し込みください。資格が必要な職種は資格証の写しを併せて提出してください(履

歴書は返却しませんのでご了承ください)。

選考方法 書類選考および面接等により決定します。

その他 職種により資格等が必要な場合がありますので、詳細については各担当課へ直接お問い

合わせください。

＜募集一覧＞

⑮ 令和 3年度 会計年度任用職員を募集します

職種 職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当課

(申・問）

一般事務

庁内各部署において一般事務

全般、窓口・電話対応、書類

作成、データ入力等

週 5日(7 時間勤務）

午前8時30分～午後4時30分
5名 923 円

秘書課

(内線552）

一般事務

マイナンバーカード交付受付

事務、他関連事務処理、

窓口業務等

週 5日(7 時間 30分勤務）

(月1日程度日曜開庁当番あり)

午前8時45分～午後5時15分

計

4名
923円

市民課

(内線147）

笠間支所

市民窓口課

(内線72121)

岩間支所

市民窓口課

(内線73185）

一般事務

児童扶養手当事務全般、訪

問調査、窓口対応、電話対

応、書類作成等

月15 日(7 時間勤務）

午前9時～午後5時
1名 923円

子ども福祉課

(内線165）

一般事務

予防接種予診票データ入力

事務、新型コロナウイルス

ワクチン接種受付事務

週 5日(7 時間勤務）

(土日祝日勤務あり)

午前8時30分～午後4時30分

1名 923 円

保健センター

℡ 0296-

77-9145

一般事務

(産休代替）

福祉事務全般、窓口･電話対

応、書類作成、データ入力等

週 5日(7 時間勤務）

午前9時～午後5時
1名 923円

岩間支所

福祉課

(内線73171）

一般事務
一般事務全般、窓口対応、

電話応対、書類作成等

週 5日(7 時間 30分勤務)

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 923円

農政課

(内線 526）

一般事務

一般事務、窓口対応、電話応

対、書類作成、｢道の駅かさ

ま｣管理運営の補助業務など

週 5日(7 時間 30分勤務)

午前 8時 30 分～午後 5時

シフト制、開業後は道の駅

かさま勤務

1名 923円

道の駅

整備推進課

(内線 239）

一般事務

公民館貸館に係る事務(窓口

対応、電話応対、ホール等機

器操作、文書作成等)

週 3日(7 時間勤務）

(1日は土･日勤務あり)

午前8時30分～午後4時30分

1名 923円

笠間公民館

℡ 0296-

72-2100

保育士

※要資格
市立保育所での保育業務

週 5日(7 時間 30分勤務）

午前7時30分～午後7時15分

シフト制

1名 1,103円
ともべ保育所

℡ 0296-

77-6105保育士

※要資格

市立保育所での保育業務

※産休代替

(任用開始6月予定)

週 5日(7 時間 30分勤務）

午前7時30分～午後7時15分

シフト制

1名 1,103円

⑧ぺージ
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



令和3年2月4日第2‐31号

※保育士は保育士資格の有資格者

※介護認定調査員はケアマネージャー、社会福祉士、介護福祉士、看護師のいずれかの有資格者

※社会教育指導員は、社会教育主事の任用資格を有する者、社会教育または学校教育に関する経験

を有する者のいずれかの有資格者

【共通事項】

任用期間 令和3年4月1日～令和4年3月31日の1年間(保育士(産休代替）、英語指導助手(AET)を除く）

通勤費用 一定の基準(2㎞以上)を満たした場合に、距離に応じて支給します

駐車料金 市営施設に勤務される方には月額 700 円程度の駐車料金がかかります

福利厚生 任用期間、勤務日数に応じて年次有給休暇の付与、特別休暇制度、社会保険･雇用保

険の加入制度があります

問 募集全般について：秘書課(内線 552）

職種 職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当課

(申・問）

看護師

※要資格

新型コロナウイルスワクチ

ン接種関連業務(集団予防

接種準備･介助や医師の指

示による予防接種、データ

入力など)

週4～5日(3～７時間勤務)

(土･日勤務の場合あり）

午前 8時 30 分～午後 5時

2名 1,237円

保健センター

℡ 0296-

77-9145

介護認定

調査員

※要資格

介護保険要介護認定調査業

務(訪問調査、調査票作成等）

週 5日(7 時間 30 分勤務)

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 1,336円

高齢福祉課

(内線 170）

英語指導

助手(AET)

市内の小･中･義務教育学校で

の英語指導の補助業務

※任用開始 8月 1日から

週 5日(7 時間 30 分勤務)

午前 8時～午後 4時 15 分
3名

月額

30万円
学務課

(内線 379）ICT

教育指導

支援員

授業支援やプログラミング

教育･遠隔教育･動画教材活

用の推進等

週 4日(7 時間 30 分勤務)

午前 8時 30 分～午後 5時
4名 1,725円

社会教育

指導員

寺子屋事業、家庭教育学

級、資料館の展示など生涯

学習事業に関する事務等

週 4日(7 時間勤務）

(週1日は土曜勤務)

午前8時30分～午後4時30分

4名 1,005円

生涯学習課

(内線 380）
寺子屋学習

アドバイザー

学習支援(小学校 5･6 年生に

対する、英語･算数･国語の

学習支援)

週 1日(4 時間勤務）

(土曜勤務)

午前8時30分～午後0時30分

寺子屋夏季特別講座

(8月に8日間開催予定)

5名 1,725円

菊栽培所

作業員

菊栽培所における作業全般

(菊栽培、運搬、土づくり等、

繊細な作業あり）

週 5日(7 時間 30 分勤務）

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 988円

観光課

(内線517）

土木作業員

道路等の維持補修作業

および砂利敷き、2トンダン

プの運転

週 5日(7 時間 30 分勤務)

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 988円

管理課

(内線580）

土木作業員

直営により管理している体

育施設のグラウンド整備お

よび除草作業等

週 3日(6 時間 30 分勤務)

午前 8時 30 分～午後 4時
1名 988円

スポーツ

振興課

(内線 393)
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申・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 hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp HP http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
※自衛官候補生通年募集中

⑰ 自衛官等を募集します

種目 予備自衛官補(第1回)

募集要項 一般公募 技能公募(予備自衛官補･海上予備自衛官補)

受付期限 4 月 9 日（金）必着

受験資格

日本国籍を有する者

18歳以上34歳未満の方18歳以上で保有する国家免許資格等に応じ53歳未満～55歳未満の方

※年齢計算期日：令和 3年 7月 1日現在

採用試験 4 月 17 日（土）・18日（日）のうち指定する 1日

教育開始 令和 3年 7月以降

身分 非常勤の特別職国家公務員

給
料
等

初任給等 教育訓練招集手当：日額 7,900 円(教育訓練招集旅費支給)

衣食住 教育訓練招集期間は、無料で支給または無償貸与されます。

その他

・教育訓練日数 一般公募：50 日/3 年以内 技能公募：10日/2 年以内

・予備自衛官補は階級を指定されません。

・所定の教育訓練を修了した翌日に一般公募は陸上予備自衛官として任用され、

2等陸士の階級を指定されます。

・技能公募は保有する技能および知識に対応する階級を指定されます。

市では、｢笠間てくてく栗図鑑 2021 秋｣の発行に向け、掲載にご協力いただける店舗を募集し

ています。また、多くの方に地元の栗を使った料理や菓子を楽しんでいただくため、｢笠間てく

てく栗図鑑 2021 秋｣を使って 9月から 11 月まで掲載店のスタンプラリーを開催する予定です。

対象 市内に事業所等があり、市税を完納していること

掲載内容 市内産の栗を使用した｢料理｣｢菓子｣などの商品紹介および店舗情報(商品のカラー写

真含む）

掲載料 5,000 円/店 サイズ：縦横約 7cm。応募者多数の場合はサイズ変更あり。

※掲載料金は後日請求になります。

発行時期・部数 8 月下旬・20,000 部(予定）

申込方法 広告掲載申込書および笠間てくてく栗図鑑2021秋掲載記入シートに必要事項を記入し、

窓口に提出してください。申込書等は、市ホームページからダウンロードできます。

※趣旨にそぐわない場合は、掲載をお断りする場合があります。

申込期限 3 月 5 日（金）

申・問 農政課(内線 526）

⑯ ｢笠間てくてく栗図鑑 2021 秋｣の掲載店を募集します

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 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）

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/


今年度新卒者、若年者や離職され求職中の方を対象とした合同就職面接会です。複数の企業の

人事担当者と直接会えるチャンスですので、履歴書を複数枚ご持参いただき、ぜひご参加くださ

い。事前申し込みは不要で、参加費は無料です。

日時 2 月 25 日（木）午後 1時 30 分～3時 30 分 受付：午後１時～

場所 ホテルレイクビュー水戸 2階 飛天の間(水戸市宮町 1-6-1）

※公共交通機関をご利用ください。JR水戸駅南口から徒歩約 2分です。

内容 県内に本社または就業場所がある事業所、約 25 社参加予定です。

問 県労働政策課いばらき就職支援センター ℡ 029-233-1576

⑱ 元気いばらき就職面接会

ごみを考える会では、使用済み食用油を利用した環境にやさしいプリン状石けんを作ります。

泥汚れや油汚れもよく落ちます。ぜひご参加ください。

日時 2 月 25 日（木）午前 10時～11時

場所 地域交流センターともべ 調理室(笠間市友部駅前 1－10）

定員 15 名(先着順）

参加費 200 円

持ち物 ポリバケツ(5リットル程度、できれば蓋付き）、マスク、ゴム手袋

※お持ちでない方は用意しますので、申し込み時に申し出てください(有料)。

申込方法 電話、FAX 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。

※FAX の場合は、氏名、住所、電話番号を記入してください。

申込期限 2 月 19 日（金）

申・問 環境保全課(内線 126) FAX 0296-77-1146

※コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

⑲ 手作り石けん講習会

いばらき電子申請･届出サービス

市内在住の國井 暠一さんより寄贈していただいた雛人形を展示しています。山形県河北町で
く に い こういち かほくちょう

代々保存され江戸中期から末期時代につくられた歴史的に大変貴重な雛人形です。

この機会にぜひご覧ください。

日時 3 月 3日（水）まで 午前 9時～午後 5時

場所 笠間公民館 1階 展示室(笠間市石井 2068-1）

問 観光課(内線 517)

⑳ 貴重な雛人形を展示

令和3年 2月 4日 第 2‐31号
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発熱等の症状があり、かかりつけ医がない場合などの受診先電話相談
窓口受診・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）



がん予防について、あらためて学んでみませんか。医師や管理栄養士、保健師などさまざま

な職種のスタッフとお話できます。

日時 3 月 11 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：「健康であるために～今日から始めるがん予防～」、話し合い等

対象 市内在住の方

定員 10 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 窓口または電話でお申し込みください。

申込期間 定員になり次第締め切り

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

㉓ メディカルカフェ～みんなの相談室～

子育てをがんばっているみなさん、この機会に身体をほぐしリフレッシュしましょう。

日時 3 月 2日（火）、23日（火）午前 10 時 30 分～11時 30 分

場所 笠間市児童館 遊戯室(笠間市南友部 1966-140）

講師 常世田 麻衣さん
と こ よ だ ま い

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親(託児付き）

参加費 無料

定員 各回 8名(応募者多数の場合は抽選、2月 28 日(日)に電話連絡）

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 2 月 19 日（金）～27 日（土）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

㉒ ママ・リフレッシュ｢タイ式マッサージ」

最近物忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に経

験豊富な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 2 月 26 日（金）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 2 月 24 日（水）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

㉑ もの忘れ相談会

⑫ぺージ
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家庭ごみは地域の集積所へ。
処理場への持ち込み削減にご協力ください。



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 3 月 2 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氏名、参加希望時間、電話番号をお知らせください。

申込期限 3 月 1日（月）

申・問 市民活動課(内線 133) メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※マスクの着用をお願いします。入館の際は、｢いばらきアマビエちゃん｣への登録もお願いします。

※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

ムページでお知らせします。

㉔ イングリッシュ・スペース

かさましこ日本遺産活性化協議会では、日本遺産認定ストーリー｢かさましこ～兄弟産地が紡

ぐ‟焼き物語”～｣の理解促進と、日本遺産に関連した地域活性化への参画意識の醸成を目的に

かさましこ日本遺産推進講演会を開催します。

｢かさましこ｣が歩んできた歴史を知り、これからの地域づくりを考える貴重な機会ですので、

ぜひご参加ください。

日時 3 月 13 日（土）午後 1時 30 分～3時 30 分 開場：午後 0時 30 分

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1）

基調講演 演題：宇都宮氏が｢かさましこ｣にもたらした歴史的影響

講師：栃木県立博物館 副館長 江田 郁夫さん
え だ い く お

事例報告 テーマ：日本遺産を活用した地域活性化の取組み

発表者：宇都宮市教育委員会 文化課 主幹 今平 利幸さん
こんぺい としゆき

水戸市教育委員会 歴史文化財課 世界遺産係長 藤尾 隆志さん
ふ じ お た か し

参加費 無料

申込方法 電話、FAX、メール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 3 月 10 日（水）※申込状況により受付を終了する場合があります。

申・問 生涯学習課(内線 260） FAX 0296-71-3220 メール：n_isan@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。

㉕ かさましこ日本遺産推進講演会

いばらき電子申請･届出サービス

令和3年 2月 4日第2‐31号
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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



オープン 3周年を記念してイベントを行います。ご来場の際は｢いばらきアマビエちゃん｣の登

録をお願いします。

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ (笠間市下郷 4438－7)

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、内容変更、中止となる可能性があります。

㉗ 3周年記念 ATAGO ｰキッズフェス

イベント 日時

似顔絵展覧会 2月 11 日（木･祝）～3月 10 日（水）

避難訓練&消火器練習

2月 21 日（日)

午前 10時

防犯ビデオ視聴会 午前 11時

キッズふれあいピアノ(参加自由) 午後 1時～3時

新春ドングリ独楽相撲大会

参加費：100 円 要予約：各 10名限定
2月 23 日（火･祝) 午前 10 時～11時、午後 1時～2時

石ころアート制作教室

参加費：100 円 要予約：各 10名限定
2月 28 日（日) 午前 10 時～11時、午後 1時～2時

ガストロノミーとは｢食事･料理と文化の関係を考察する｣というフランス語で、日本では｢美

食｣とも言われます。

かさま応援大使を務める、ホテルメトロポリタン エドモント 総料理長･TRAIN SUITE 四季島

料理監修のシェフ岩崎 均さんが作る笠間の食材を使用した一流料理を味わい、地域の自然や
いわさき ひとし

食材を知り、魅力を感じてください。

日時 3 月 20 日（土）午後 4時 30 分～6時 30 分 開場：午後 4時

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ 交流ルーム (笠間市下郷 4438-7）

内容 フランス料理フルコース（14,000 円相当、フリードリンク付き）

対象 市内在住の方。グループでお申込みの場合は最大 3名までとし、市内在住の方を 1名含め

れば県内在住の方でも可。

※12歳未満の方の入場はご遠慮ください。

※県が指定する新型コロナウイルス感染拡大市町村の方はご参加できません。

定員 30 名(定員を超えた場合は抽選）

参加費 10,000 円/名

※事前にお振込みください。詳細は参加者に案内します。キャンセル料 2,000 円/名です。

申込方法 申込書を窓口へ直接または FAX、郵送で提出してください。申込書は農政課･各支所

に設置しています。市ホームページよりダウンロードもできます。

申込期限 2 月 26 日（金）※当日消印有効

申・問 農政課(内線 528） FAX 0296-77-1146

㉖ かさまラ・ガストロノミー

⑭ぺージ
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笠間市公式 LINE をはじめました。
生活に役立つ情報をお届けします。



コロナ禍で密を避ける時期ですが、親子の密を深めるためにいろいろなイベントをご用意し

ました。沢山のご参加をお待ちしています。

また、カフェ&キッチンともあでは｢TOMOA 親子フェス｣に参加した方限定で、テイクアウトで

きる特別メニューをご用意しています。事前に申し込みもできますのでご利用ください。

〇手作り紙飛行機大会 自分だけの紙飛行機をトモアで思いっきり飛ばそう。

〇親子で楽しむ初めての落語 初歩から落語を楽しんでみましょう。

〇五感で感じる読み聞かせ ココロを揺らす読み聞かせでストレスを解消しましょう。

〇科学マジックショー 不思議なマジックを君の目で確かめてみよう。

〇液体窒素で－196℃の世界を体験 液体窒素で、色々なものを凍らせてみましょう。

〇音楽で遊ぼう 自分の声や体を使って音楽を自由に楽しもう。

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

定員 各回 10 組(先着順）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期間 2 月 13 日（土）10 時～定員になり次第締め切り

申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により内容変更、中止となる可能性があります。

㉘ TOMOA親子フェス

日時 2 月 27 日（土）、28 日（日） 午後 1時 30 分～2時 30 分、午後 3時～4時

対象 幼児および小学生とその保護者

参加費 無料

日時 3 月 6日（土） 午後 1時 30 分～2時 30 分、午後 3時～4時

対象 小中学生とその保護者

参加費 無料

日時 3 月 7日（日） 午前 9時 30 分～10時 30 分、午前 11時～正午

対象 幼児および小学生とその保護者

参加費 無料

日時 3 月 13 日（土） 午前 9時 30 分～10 時 30 分、午前 11時～正午

対象 幼児および小学生とその保護者

参加費 保護者：50 円 子ども：50円

日時 3 月 14 日（日） 午前 9時 30 分～10 時 30 分、午前 11時～正午

対象 幼児および小学生とその保護者

参加費 保護者：無料 子ども：300 円

日時 3 月 20 日（土）午後 1時 30 分～2時 15 分、午後 2時 45 分～3時 30 分

対象 0 歳～小学生とその保護者

参加費 無料

令和3年 2月 4日 第 2‐31号
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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。



「笠間ふれあい TV(インターネット TV局)｣開設に伴い YouTube の魅力と楽しみ方をスライド

や動画でわかりやすく学びます。マスク着用でご参加ください。

日時 2 月 27 日（土）午前 10時～正午

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）

内容 ｢笠間ふれあい TV｣って何、｢YouTube｣って何等をスライドや動画でわかりやすく楽しく

学びます。

講師 合同会社 チャレンジブルー代表 高安 正明さん
たかやす まさあき

定員 20 名(先着順）

参加費 1,000 円(ドリンクとお菓子つき)

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 2 月 24 日（水）

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

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

㉛ ｢You Tube｣セミナー

市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志民オンライン講座｣を配信しています。
し みん

新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座 免疫力アップ おうちでカンタン味噌づくり～我が家の手前味噌がおいしい～

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100

㉚ かさま志民オンライン講座

笠間チャンネル

お薬や健康についての講話を聞いてみませんか。

日時 3 月 2日（火）午前 10時～11 時 30 分

場所 地域福祉センターともべ A館研修室(笠間市美原 3-2-11）

講師 ひまわり薬局管理薬剤師 藤増 美紀子さん
ふじます み き こ

対象 市内在住の方

定員 約 15 名(応募多数の場合は抽選）

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 2 月 25 日(木）

申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

㉙ 第一火曜日の会｢健康の秘訣」

⑯ぺージ
2021-0204

【回覧】 次号は 2 月 18 日 発行 第 2 -32 号


