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＜市内累計陽性者数 91名(2月22 日現在)＞

県独自の緊急事態宣言は 2月 23 日から解除となりました。

今後も感染症拡大防止のため、引き続き感染症対策へのご協力をお願いします。

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

① 新型コロナウイルス感染症関連情報

令和3年2月25日第2‐33号

①ぺージ
2021-0225

【回覧】お早めに回してください 全 8ページ(A3…2 枚)
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現在のところ、新型コロナウイルスワクチン接種は4月以降、順次開始される予定です。詳細が

決まり次第随時お知らせしますので、最新情報は市のホームページをご確認ください。

※この情報は 2月 22 日現在の内容であり、国のワクチン供給スケジュールにより変更となる場合

がありますのでご理解をお願いします。

1．接種開始時期

2．接種方法 ※接種の予約はお手元に接種券が届くまでお待ちください。

3．よくある質問

② 新型コロナウイルスワクチン接種情報（2月 22 日現在）

※表 1 接種券送付時期 接種時期 接種担当

医療従事者 3月頃 県

65歳以上の高齢者(S32.4.1 以前生まれの方) 3 月下旬 4月頃

笠間市

基礎疾患を有する方 4月以降 5月頃

高齢者施設等の従事者 4月以降 5月頃

60〜64 歳の方 4月以降 6月頃

16〜59 歳で上記以外の方 4月以降 6月頃

個別接種 集団接種

接種場所

市内協力医療機関 23か所を予定

※医療機関名は接種の準備が整い

次第公表します

市内公共施設 3か所、笠間公民館・

友部公民館・市民センターいわまを予定

※変更となる場合もあります

接種の流れ

1.市から自宅に接種券・予診票などが入った A4 サイズの封筒が届きます

2.各医療機関に電話等で予約をします

2.WEB または電話で予約をします

※予約問い合わせのためのコールセンター

を3月下旬開設予定です

3.予約日に予防接種を受けます

【持ち物】①接種券 ②記載した予診票

③身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等）

  質問 回答

①
笠間市のワクチン接種は

いつから始まりますか。

3月下旬に 65歳以上の高齢者に接種券を送付し、4月以降ワクチ

ンの供給が開始になりしだい、接種が開始できるよう準備を進め

ています。表 1の順番で順次接種を行う予定です。それぞれの接

種時期は随時お知らせします。

②
接種の予約はいつから

できますか。

国のワクチン供給スケジュールが未定のため、現時点では予約受

付の開始日をお知らせすることができません。予約の開始時期が

決まりましたら、広報紙や市ホームページでお知らせします。

③
個別接種の医療機関は

いつ公表されますか。
3月下旬頃市ホームページや広報紙で公表を予定しています。

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



令和3年2月 25 日 第 2‐33号

3 月上旬に実施している ｢クリーン作戦｣ は
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。③ぺージ

2021-0225

※厚生労働省ホームページに新型コロナワクチンについての Q＆Aが掲載されていますので、

そちらも併せてご覧ください。

問 新型コロナワクチン接種プロジェクトチーム(内線 271）

質問 回答

④
ワクチンの接種は無料

ですか。

はい無料です。ワクチン接種を語り金銭を要求したり、個人情報

を聞き出そうとする詐欺にご注意ください。

⑤

ワクチンを受けられな

いのはどのような人で

すか。

一般に、次の方は受けることができません。ご自身が当てはまる

と思われる方は、かかりつけ医にご相談ください。

・明らかに発熱している方(37.5℃以上）

・重い急性疾患にかかっている方

・本ワクチンの成分に対し、アナフィラキシーなど重度の過敏症

の既往歴のある方

・上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある方

⑥

ワクチンを受けるのに

注意が必要なのはどの

ような人ですか。

一般に、次の方は注意が必要です。ご自身が当てはまると思われ

る方は、かかりつけ医にご相談ください。

・過去に免疫不全の診断を受けた方、近親者に先天性免疫不全症

の方がいる方

・心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患のある方

・過去に予防接種を受けて、接種後 2日以内に発熱や全身性の発

疹などのアレルギーが疑われる症状がでた方

・過去にけいれんを起こしたことがある方

・ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある方

・抗凝固療法を受けている方、血小板減少症または凝固障害のあ

る方(筋肉注射のため接種後の出血に注意が必要）

⑦

持病があり、薬を飲んで

いる人はワクチンを受

けることはできますか。

薬を飲んでいるために、ワクチンが受けられないという薬はあり

ませんが、基礎疾患のある方、免疫不全のある方、病状が重い方

など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますので、かか

りつけ医にご相談ください。血をサラサラにする薬を飲まれてい

る方は接種後の出血に注意が必要です。

⑧

新型コロナワクチンと

それ以外のワクチンは、

同時に受けることがで

きますか。

同時に接種はできません。新型コロナワクチンとその他のワクチ

ンは、互いに、片方のワクチンを受けてから 2週間後に接種でき

ます。

⑨

ワクチンを接種した後

も、マスクは必要です

か。

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防

できると期待されていますが、ワクチンを受けた方から他人への

感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。

引き続き、皆さんに感染予防対策を継続していただくようお願い

します。



詳しくはこちら

長期化するコロナ禍における子育て世帯の生活を支援する目的で、大学等の進学に伴うパソコン

やタブレット購入費の補助および在宅等の時間を活用した資格取得の助成を行います。

詳しくは市ホームページをご確認ください。

〇情報機器購入補助：リモート授業など進学に伴い必要となる端末の整備を支援します。

交付対象者 購入時点で市内在住で、令和 3年 4月に大学等(大学･短期大学･専門学校)へ進学を

予定する子を養育する保護者または進学を予定する本人

※原則、令和 3年 2月 5日以降に購入した場合に限ります。

交付対象経費 学業を主として活用するパソコンまたはタブレットの購入費用

補助率 交付対象経費の 1/2 以内で上限 30,000 円

〇資格取得補助：仕事やライフスタイルの形成に資する資格や免許の取得を支援します。

交付対象者 申し込み時点で市内在住で、未就学児から高等学校以下の学校に在学中の子を養育

する保護者

※原則、令和 3年 2月 5日以降に発生する経費を対象とします。

交付対象経費 国家資格、公的資格、民間資格または免許(自動車等の運転免許は除く)の取得に

かかる講座等の受講料、教材購入費および検定試験料

補助率 交付対象経費の 1/2 以内で上限 30,000 円

【共通事項】

申請方法 市ホームページで必要事項をご確認のうえ、窓口で直接または郵送、いばらき電子申

請届け出サービスより申請してください。

申請期限 3 月 31 日（水） ※郵送は必着

申・問 企画政策課(内線 556）

③ 子育て世帯緊急支援事業の利用者を募集します

④ぺージ
2021-0225

在宅等でのストレスを抱える子育て世帯へのリフレッシュ事業として、ETOWA KASAMA の特別

宿泊プラン(アーリーチェックイン等)を提供します。

実施期間 3 月 31 日（水）までの平日

場所 ETOWA KASAMA(笠間市上郷 2775-7）

内容 対象者：市内在住で未就学児を養育する世帯

宿泊料金：9,900 円/人(未就学児無料) ※市民割･県民割との併用はできません。

申込方法 ETOWA KASAMA へお申し込みください。

申込期限 予算の上限に達し次第終了します。

申・問 ETOWA KASAMA ℡ 0299-56-7075

④ 期間限定 ｢ETOWA でひと休み｣宿泊プランをご利用ください

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。



いばらき電子申請サービス

令和3年2月 25 日 第 2‐33号
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介護用品購入券の上期(4～9月分)の申請を受け付けています。申請期限までに申請された方

への購入券の発送は、3月下旬を予定しています。

なお、令和 3年 4月より支給要件(対象者)が一部変更となります。

対象 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）介護保険料を完納している方(対象者が属する世帯全員）。

（3）要介護 3以上の笠間市の被保険者で、在宅で介護を受けている方。

※次の施設に入所中の方も在宅扱いとなり対象です。

ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム

※介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設)に入所中、または医療機関に

入院中の方は、対象になりません。

※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。

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

申請方法 介護保険証と対象の方本人の署名が困難な場合は印鑑を窓口まで持参してください。

申請期限 3 月 22 日（月）※期限を過ぎても随時受け付けます。

申・問 高齢福祉課(内線 174) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73173)

⑤ 介護用品購入券の支給申請を受け付けます

笠間警察署および市内の交番、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63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、も

しくは令和4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63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 5 月 9 日（日）

申込方法 ホームページよりお申し込みください。

申込期限 4 月 9日（金）午後 5時まで

問 笠間警察署警務課 ℡ 0296-73-0110 採用フリーダイヤル ℡ 0120-314-058

申 HP http://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/saiyo/ibarakipc_site/(｢茨城県警察採用案内｣で検索)

⑦ 茨城県警察官を募集します

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。

より多くの世代の方がさまざまな用途に利用できる多目的広場が、令和 3年度に笠間市平町

地内にオープンします。皆さんに親しみのある広場となるよう、愛称を募集します。

どなたでも、何回でも応募できますので、ぜひご応募ください。

応募方法 郵便、FAX またはホームページ、いばらき電子申請届け出サービスより応募してくだ

さい。

応募期限 3 月 24 日（水）

申・問 企画政策課(内線 591) FAX 0296-77-1324

⑥ 新しくオープンする多目的広場の愛称を募集します

ホームページ
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〇井筒屋で遊ぼう～昔遊びを楽しもう～

無料で参加できますのでお気軽にお申し込みください。

開催日 3 月 27 日（土） 予約受付：3月 2日（火）から電話で受け付けします。

親子で聞こう笠間の民話 笠間に伝わる、おもしろいお話がたくさん聞けます。

折り紙のじぃじと折り紙遊び 頭と指を使って脳トレをしましょう。

紙芝居・パネルシアター ドキドキ、ワクワクの紙芝居は夢がいっぱいです。

作って遊ぶバルーンアート 動物や花、剣など作って遊びましょう。

※芝生広場で紙風船、フラフープ、一輪車など、外遊びも楽しめます。(外遊びは雨天中止)

〇琵琶と尺八とピアノのコンサート～邦楽の調べ～

11 月にご好評をいただいた琵琶とピアノに今回は尺八が加わり、名曲の数々を演奏します。

〇ソプラノ&ピアノ デュオコンサート～歌とピアノによる春の調べ～

世界で活躍する市内在住の演奏家がクラシック、日本の名曲を中心に演奏します。

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987)

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 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118

※定員があるプログラムは、予約先着順となります。

※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。

⑧ かさま歴史交流館井筒屋 イベントのご案内

時間 午前 10 時～10時 50 分、午前 11時～11時 50 分

対象 幼児・小学生とその保護者、中学生

定員 各 10 組

時間 午後 1時～1時 30 分、午後 1時 45 分～2時 15 分、午後 2時 30 分～3時

対象 幼児・小学生とその保護者

定員 各 5組

時間 午後 1時～1時 50 分、午後 2時～2時 50 分

対象 幼児・小学生とその保護者

定員 各 10 組

時間 午前 10 時～正午、午後 1時～3時

対象 幼児・小学生とその保護者

定員 なし

日時 4 月 3日（土）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 琵琶:石引 康子さん 尺八奏者:渕上 ラファエル 広志さん ピアノ:小林 萌里さん
いしびき や す こ ふちがみ ひ ろ し こばやし もえ り

定員 25 名(予約優先)

入場料 2,500 円(当日 3,000 円）

日時 4 月 18 日（日）午後 4時 30 分 開演：午後 5時

出演 ソプラノ：柿長 飛鳥さん ピアノ：小林 萌里さん
かきおさ あ す か こばやし もえ り

定員 25 名(予約優先)

入場料 一般：2,000 円(当日 2,500 円） 中学生以下：無料

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。
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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）

プロ野球独立リーグに所属する｢茨城アストロプラネッツ｣の 2021 シーズンが笠間市民球場を

拠点に行われます。

3月 3日(水)からキャンプインし、プロ選手のプレーを間近に見ることができます。キャンプ

中のトレーニングやホーム主催試合は無料で観戦できますので、ぜひこの機会に観戦し、プロ選

手の生のプレーをご覧ください。

これからも、茨城アストロプラネッツの活動情報を提供していきますので、地元プロ野球球団

に熱い応援をお願いします。

オープン戦・練習試合日程

3 月 6 日（土）午後 1時 30 分 B チーム VS一球幸魂倶楽部

3月 7日（日）午後 1時 30 分 B チーム VS全鹿島野球クラブ

3月 14 日（日）午後 1時 Bチーム VS 日本ウェルネススポーツ大学東京

3月 19 日（金）午後 1時 Aチーム VS 山梨学院大学

3月 20 日（土）午後 1時 Aチーム VS 堺シュライクス

3月 24 日（水）午後 1時 Bチーム VS 西多摩クラブ

3月 25 日（木）午後 1時 Aチーム VS 日本製鉄鹿島

3月 27 日（土）午後 1時 Aチーム VS 東京 METS

3 月 28 日（日）午後 1時 Aチーム VS 埼玉武蔵ヒートベアーズ

場所 笠間市民球場(笠間市箱田 867-1）

※トレーニングは笠間市民球場で行われています。

※一部の試合は有料となる場合もあります。

※マスクの着用、前後左右の距離をあけて座るなどの感染防止対策をお願いします。

※上記日程は予告なく変更となる場合があります。最新情報は、ホームページでご確認ください。

問 茨城アストロプラネッツ ℡ 029-869-4343

スポーツ振興課(内線 390）

⑨ 茨城アストロプラネッツ

2021 シーズンキャンプ情報＠笠間市民球場

ホームページ

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 おうちで始める アベベ流スロージョギング

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080

⑩ かさま志民オンライン講座

笠間チャンネル



初心者向けに基本操作や文書作成、インターネット操作を丁寧にレクチャーする教室です。

日時 4 月から 6月の第 1・第 4日曜日(全 6回) 午後 1時 30 分～3時 30 分

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

講師 元シニア情報生活アドバイザー 川村 優一さん
かわむら ゆういち

対象 概ね 50 歳以上の方

定員 6 名(定員になり次第締め切り）

参加費 7,100 円(全 6回分およびテキスト代 1,100 円を含みます。途中返還はありません。）

持ち物 ノートパソコン(Windows10)

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 4 月 2 日（金）

申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

⑪ パソコン入門教室

⑧ぺージ
2021-0225

【回覧】 次号は 3 月 4 日 発行 第 2 -34 号

あたご山桜まつりにあわせて、桜と歴史・文化が楽しめるハイキングを開催します。市内在住

の日本山岳ガイド協会認定ガイドによる愛宕山の案内や、地元の方による歴史・文化の紹介をし

ます。ぜひご参加ください。

日時 3 月 27 日（土）、4月 3日（土） 各日午前 8時 30 分集合 ※小雨決行

集合場所 地域交流センターいわま｢あたご｣（笠間市下郷 4438-7）

コース 地域交流センターいわま⇒二の鳥居⇒遊歩道の桜⇒愛宕神社⇒大駐車場(休憩)⇒

地域交流センターいわま(解散）

※歩行距離：約 6km 歩行時間：約 3時間

持参品 雨具、タオル、飲み物(動きやすい服装、歩きやすい靴でお越しください）

募集人数 各日 15 名(先着順）

参加費 500 円(保険料、飲み物・栗菓子・お土産付き）

申込方法 氏名(ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、性別、生年月日(年齢)を、電話または

FAX でお申し込みください。

※保険(主催者負担)に入るため上記の内容となります。

申込期間 2 月 26 日（金）～3月 25 日（木）

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211(月曜定休）

⑫ 山歩き 桜ハイキング


