
■お知らせ

①新型コロナウイルス感染症関連情報

②｢広報かさま お知らせ版｣の発行が

4月から月 2回になります

③新型コロナウイルス感染症の影響による

介護保険料の減免申請は 3月 31 日までです

④笠間市コロナ NEXT 誘客促進事業

｢かさま応援割プラス｣を再開します

⑤東日本大震災にかかる罹災証明書の

新規受け付けを終了します

⑥健康診査･各種がん検診の予約を開始します

⑦国民健康保険税の納め忘れはありませんか

⑧浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

⑨使用済みの食用油(植物油)を回収しています

⑩市民農園 ｢生き活き菜園はなさか｣の利用者

を募集します

⑪狂犬病予防集合注射と新しく飼われた犬の

登録を実施します

■教養・文化・交流 他

⑫わくわく脳元気教室

⑬地域交流センター｢あたご｣イベントのご案内

⑭朗読とおはなしの会

⑮トモアカルチャースクール 2021 春・夏

⑯いこいの家はなさかからのお知らせ

⑰茨城アストロプラネッツ

笠間市民の日 VS 読売巨人軍

■お詫びと訂正

＜市内累計陽性者数 99名(3月 9日現在)＞

昨年 11 月から増加傾向にありましたが、皆さんのご協力により、2月は減少となりました。

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 3月 11日 第2‐35号

①ぺージ
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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)



市では、広報紙と公式 SNS などを活用し、市民の皆さんをはじめ広く情報提供を行っています。

現在、インターネットのデジタル媒体により、情報発信の方法が多様になったことから、広報か

さまお知らせ版の発行を、4月から月 2回の発行に変更します。なにとぞご理解いただきますよ

うお願いします。

この機会にリアルタイムで情報が配信される LINE やかさめ～るへの登録をお願いします。

問 秘書課（内線 225）

② ｢広報かさま お知らせ版｣の発行が 4月から月 2回になります

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯の中で最も収入の高い方)

の事業収入・給与収入などの令和 2年中の収入が令和元年中より一定程度減少した世帯等に対

して介護保険料の減免を実施しています(申請要件がありますので、詳細はお問い合わせいただ

くか市ホームページをご覧ください）。

減免の対象となる介護保険料

令和元年度分および令和 2年度分の保険料で、令和 2年 2月 1日から令和 3年 3月 31 日まで

の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定され

ているもの。

次の場合は減免の対象外となります

・令和元年度分の所得において、主たる生計維持者または被保険者のいずれかに所得の未申告者

がいる場合

・生計維持者の減少する事業収入等について、前年のその所得が 0円以下であった場合

・懲戒解雇や令和元年中の離職、転職等が主な原因で収入が減少したことが明らかな場合

申請方法 窓口で直接、または郵送でお手続きください。

※申請書類に不備や不足がある場合は受け付けできませんので、ご注意ください。

申請期限 3 月 31 日（水）郵送は必着

申 高齢福祉課 笠間支所福祉課 岩間支所福祉課

問 高齢福祉課(内線 171)

③ 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免申請は

3月 31 日までです

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。

市ホームページ 笠間市 LINE かさめ～る



市内宿泊施設をお得に利用できる宿泊体験促進事業を、一部の地域からの宿泊者を除いて

3月 19 日宿泊分から支援を再開します。

数量限定で宿泊者に体験助成券も配付される制度ですので、この機会にご利用ください。

詳しくはホームページをご覧ください。

期間 3 月 19 日（金）宿泊分～5月末終了予定

内容

※適用事業者が宿泊料金を通常よりも安く設定できる制度ですので、

宿泊者にキャッシュバック等が発生するものではありません。

※緊急事態宣言が発出されている地域からの宿泊者は適用となりません。

※予算限度額に達し次第、終了となります。

問 (一社)笠間観光協会内：笠間市宿泊体験促進事業事務局 ℡ 0296-72-9255

HP http://www.kasama-kankou.jp/kasamawari/

④ 笠間市コロナ NEXT 誘客促進事業｢かさま応援割プラス｣を再開します

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

詳しくはこちら

令和3年3月 11日 第 2‐35号

東日本大震災の発生から 10 年が経過し、家屋の被害状況と震災との因果関係の判定が困難に

なったことから、罹災証明書の新規発行の受け付けを 5月 31 日で終了します。

なお、これまでに発行した証明書の再発行は引き続き受け付けます。証明書を希望される方は、

お問い合わせください。

※震災当時の被害と判断できない場合は証明書を発行できません。

※証明書は即時発行できません。余裕をもって申請してください。

申請方法 窓口で直接または郵送で次の必要書類を提出してください。

①罹災証明願

②カラー写真：罹災当時に撮影されたもので、建物の全景と屋根や外壁などの被害

部分がそれぞれ確認できるもの。撮影日記載。

③委任状(罹災者および同居家族以外の方が申請する場合）

※身分証明書(運転免許証など)の提示をお願いする場合があります。

申請期限 5 月 31 日（月）※郵送必着

申・問 市民活動課(内線 132）

〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 笠間市役所市民活動課｢罹災証明書｣係

⑤ 東日本大震災にかかる罹災証明書の新規受け付けを終了します

③ぺージ
2021-0311

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。



健康診査・各種がん検診は完全予約制で行いますので、受診を希望する場合は事前に申し込

みが必要です。定員になり次第締め切ります。

〇先行予約(インターネットのみ）

予約期間 4 月 1日（木）午前 8時 30 分 ～4月 8日（木）

予約方法 事前にユーザー登録をしてからお申し込みください(3月 8 日から登録可）。

パソコンからは https://kenko-link.org/、スマートフォンは QR コード
でお申し込みください。

〇一般予約(窓口・電話・インターネット)

予約期間 4 月 9日（金）午前 8時 30 分～

予約方法 保健センターの窓口で直接または電話、インターネットでお申し込みください。

〇6月集団健診(検診)

【胃がん検診あり】特定健診、高齢者健診、生活習慣病予防健診、B・C型肝炎ウイルス検査、

胃がん検診、結核・肺がん検診、大腸がん、前立腺がん検診

【胃がん検診なし】特定健診、高齢者健診、生活習慣病予防健診、B・C型肝炎ウイルス検査、

結核・肺がん検診、大腸がん、前立腺がん検診

【子宮頸がん・乳がん検診】

※大橋公民館、南山内公民館、稲田公民館、福原公民館で実施していた健康診査は、感染症対策

を講じた実施が難しい受診環境のため、令和 3年度より大規模施設への集約や個別受診できる

医療機関検診等の新たな受診環境を提供していきます。

※7月以降の日程や詳細については｢令和 3年度保健センター年間予定表｣をご確認ください。

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑥ 健康診査・各種がん検診の予約を開始します

健診日 受付時間 場所
インターネット

申込期限

6 月 4 日(金）・5日(土)

午前 7時 30 分～11 時

笠間公民館 5月 6日(木）

6 月 14 日(月） 保健センター 5月 16 日(日）

6 月 22 日(火） 地域福祉センターいわま
5月 23 日(日）

6 月 29 日(火） 笠間公民館

健診日 受付時間 場所
インターネット

申込期限

6 月 8 日(火)・9 日(水)
午前 9時 30 分～11時

午後 1時 30 分～3時
地域福祉センターいわま 5月 6日(木）

6月 16 日(水)～18 日(金)
午前 10時～11 時 30 分

午後 1時 30 分～3時

笠間ショッピングセンター

ポレポレルーム
5月 16 日(日）

6月 25 日(金)・28 日(月) 午前 9時 30 分～11時

午後 1時 30 分～3時

保健センター
5月 23 日(日）

6月 30 日(水） 笠間公民館

健診日 受付時間 場所
インターネット

申込期限

5 月 18 日(火) 乳がん検診

①午前 10 時 ②午前 10時 20 分

乳がん・子宮頸がん検診

①午後0時30分 ②午後0時50分

③午後1時10分

笠間公民館 4月 18 日(日）

5月 31 日(月) 保健センター 4月 26 日(月）

6月 3日(木) 地域福祉センターいわま
5月 6日(木）

6月 7日(月) 保健センター

6月 26 日(土） 笠間公民館 5月 23 日(日）

スマホはこちらから

④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。



⑤ぺージ
2021-0311

浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十分に

発揮させるために、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査が法律により義務付けられています。

豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境を守るため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査を

行うよう、皆さんの協力をお願いします。

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱され

た茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。

一括契約システム

保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者

または(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。

問 下水道課(内線71111) 環境保全課(内線126）

(公社)茨城県水質保全協会 ℡ 029-291-4004

茨城県県民生活環境部環境対策課 ℡ 029-301-2966

⑧ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

区分 実施頻度 内容 申

保守

点検

10人槽以下の家庭用浄化槽の

場合、3～4か月に1回

浄化槽の機器、送風機やタイマー

などの点検調査、消毒剤の補充

県に登録している

保守点検業者

清掃
年に1回以上(全ばっ気方式は

6か月に1回以上)

浄化槽内に溜まった汚泥などの

抜き取り

市の許可を受けた

清掃業者

法定

検査

浄化槽を使い始めてから3～8

か月以内に1回(その後は年1回)

保守点検・清掃がきちんと行われ、

きれいな水が放流されているかを検査

(公社)茨城県水質

保全協会

令和 2年度国民健康保険税第 8期の納期限は、3月 1日(月)です。まだ納付をされていない方

は、早めの納付をお願いします。

また、令和 2年度随時期の納付書をお持ちの方は、納期限をご確認のうえ期限内の納付をお

願いします。

なお、令和 3年度国民健康保険税納税通知書は 7月中旬頃に発送を予定しています。

※納期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関または市役所

各支所の窓口でご納付ください。

※国保税の納付は、納め忘れのない口座振替を利用すると大変便利です。口座振替は市内金融

機関または郵便局の窓口で預貯金通帳と通帳のお届け印を持参のうえ、お申し込みください。

問 保険年金課(内線 144)

⑦ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか

令和3年 3月 11日 第 2‐35号

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。



自分で無農薬野菜を育てる喜びを味わい、自然の緑に囲まれてリラックスしませんか。これか

ら春夏野菜の作付の季節を迎えますので、ぜひご利用ください。

利用期間 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日まで(契約更新可）

場所 市民農園｢生き活き菜園はなさか」(笠間市橋爪595：いこいの家はなさかに隣接）

使用料 年間 10,470 円(1 区画30㎡）※年度途中からの利用の場合は月割

※農具、トイレ、休憩施設、水道、駐車場も使用できます。また、隣接のいこいの家はなさかの

入浴施設を割引でご利用いただけます。

申込方法 農政課窓口で直接お申し込みください。申請書は、QRコードからもダウンロードでき

ます。

申・問 農政課(内線 541)

⑩ 市民農園 ｢生き活き菜園はなさか｣の利用者を募集します

申請書はこちら

市ではみなさんの家庭でいらなくなったてんぷら油など、廃食用油(植物油)を回収しています。

回収した廃食用油は、専門の業者によりバイオマス燃料へと加工され、さまざまな施設で活用

されています。

回収場所 環境保全課 笠間支所地域課 岩間支所地域課

※平日開庁時(午前 8時 30 分～午後 5時 15 分)の受け付けとなります。

回収方法 回収場所に直接お持ちください。

【廃食用油の出し方の注意】

・回収容器(ペットボトル)は事前に内部を洗浄し、よく乾かしてください。

・油かす等は、できる限り取り除いてください。

・回収できる油以外の油は混ぜないでください。

・回収容器は返却しませんので、ご注意ください。

・期限切れ等で未開封の食用油は、そのままの容器でお持ちください。

・回収対象は一般家庭からの廃食用油のみです。事業所(食堂含む)は専門業者にご相談ください。

・廃食用油を凝固剤などで固めたものはお預かりできません。

問 環境保全課(内線 126) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115）

⑨ 使用済みの食用油(植物油)を回収しています

回収できる油 回収できない油

サラダ油

植物油

鉱物油(エンジンオイル等) 鉱物油

菜種油(キャノーラ油) 牛油

動物油コーン油 豚油(ラード)

紅花油(サフラワー油) 魚油

ヒマワリ油 ヤシ油

植物油綿実油 パーム油

ゴマ油 ショートニング

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）

⑥ぺージ
2021-0311



飼い犬は、登録(生涯 1回のみ)と毎年 1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。集合注

射または動物病院で、必ず狂犬病予防注射を受けましょう。

持参するもの 狂犬病予防注射の通知はがき、料金

※通知のはがきは登録のある犬の飼い主の方へ 3月中に(2頭以上登録のある場合は、まとめて封

入)発送します。

料金(1頭あたり) 狂犬病予防注射のみの場合：3,400円 犬の登録と注射の両方の場合：5,400円

※つり銭のないようにご準備ください。

※動物病院で注射を受ける場合は、上記の料金と異なることがあります。

その他

・感染症予防を徹底して実施します。当日は必ずマスクをつけて実施場所へお越しください。

・はがきの内容に変更等があれば、ご連絡ください。

・はがきの問診票を必ず記入し、犬に異常があると思われる場合は、獣医師に申し出てください。

・最寄りの実施場所へ時間内にお越しください。記載されている場所ならどこでも受けることが

できます。

・注射の際に首輪が抜けることのないように事前に調整し、飼い犬を制御できる方がお越しください。

・6月 13 日（日）に追加の集合注射を実施します。会場は岩間支所、旧笠間市役所笠間支所

(石井地内）、本所の 3か所で時間がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

※小雨決行としますが、荒天の場合は、お問い合わせください。

【友部地区日程表①】

⑪ 狂犬病予防集合注射と新しく飼われた犬の登録を実施します

4 月 12 日（月） 4月 13 日（火） 4月 14 日（水）

時間 場所 時間 場所 時間 場所

9:00～9:20
随分附新農村

集落センター
9:00～9:10

ベリオ・コリナ

入口
9:00～9:10 原店公民館

9:30～9:40 柏井改善センター 9:15～9:25 大古山公民館 9:15～9:25 宿公民館

9:45～9:55

スナックエリア向い

東陽オートサービス

敷地内

9:35～9:55
南小泉

集落センター
9:30～9:40 宮前公民館

10:00～10:10 仁古田公民館 10:00～10:10 橋爪調整池脇 9:45～9:55 久保公民館

10:20～10:35 長兎路改善センター 10:15～10:30 平神社前 10:00～10:10 下市原改善センター

10:40～10:55 石沢集落センター 10:35～10:45 社協宍戸支部会館 10:15～10:25 星の宮神社

11:00～11:10 湯崎田向公民館 10:50～11:00 田沢団地入口 10:35～10:45 上市原公民館

11:15～11:25
住吉新宿改善

センター
11:05～11:20

大田町コミュニ

ティーセンター
10:55～11:15

滝川公民館

駐車場

11:30～11:45 住吉本宿公民館 11:25～11:35
松山南自治会

集会所
11:20～11:35

香取新農村

集落センター

13:00～13:10 矢野下下郷公民館 11:40～11:55 松山団地自治会館 11:40～11:50 小原タイヤ公園

13:15～13:25 矢野下上郷公民館 13:00～13:05 旧八反山公民館 13:00～13:10 原坪公民館

13:35～13:45
まきば公園(こころ

の医療センター前）
13:10～13:20 星山公民館 13:20～13:30 本内公民館

13:55～14:10
友部公民館前
駐車場

13:40～13:50 筒塙ごみ集積所脇
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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。



【友部地区日程表②】

【笠間地区日程表】

4月 15 日（木） 4月 16 日（金）

時間 場所 時間 場所

9:00～9:10 柿橋団地公民館 9:00～9:25 旭台公民館

9:15～9:40 柿橋公民館 9:30～9:40 旭台団地第一公園

9:50～10:05 友部小学校東側二つ池駐車場 9:45～9:55 旭ヶ丘団地集会所

10:15～10:25 友部商工会駐車場 10:05～10:15 旭団地公民館

10:30～10:40 長谷川呉服店前 10:20～10:35 旭崎新農村集落センター

10:50～11:00 鴻巣新農村集落センター 10:40～10:55 大沢下二公民館

11:10～11:20 鴻巣グラウンド入口 11:00～11:10 大沢保育園駐車場

11:25～11:40 富士町消防詰所前 11:15～11:25 大沢上公民館

11:45～12:00 五平公民館 11:30～12：00 笠間市役所本所(正面駐車場)

4 月 19 日（月） 4月 20 日（火） 4月 21 日（水） 4月 22 日（木）

時間 場所 時間 場所 時間 場所 時間 場所

9:00

～9:20
本戸公民館

9:00

～9:10

片庭中組

集会所

9:00

～9:05

坪来忠男様宅

前(城の内)

9:00

～9:10

上加賀田
公民館

9:30

～9:40
金谷集会所

9:15

～9:35

中地原

集落センター

9:10

～9:20

池野辺

公民館

9:20

～9:30

南吉原自主
防災会倉庫脇

9:50

～10:00

田上農村

集落センター

9:45

～9:55
箱田公民館

9:25

～9:35

大平幸子様

宅前(宿向)

9:35

～9:50

南山内
公民館

10:10

～10:20
五所神社

10:05

～10:15
寺崎公民館

9:45

～9:55
大橋公民館

10:00

～10:05

本郷公民館
(手越)

10:30

～10:40
福原公民館

10:20

～10:30

金井集落

センター

10:05

～10:15

羽衣火の見

下バス停跡

10:10

～10:20

高野憲様宅前
集積所付近(馬廻）

10:50

～11:00
福原駅前

10:40

～10:45

一丁田

集会所

10:25

～10:30

中村誠様宅

前(二本松)

10:25

～10:30

馬廻後坪
バス停跡

11:10

～11:20

関戸農村

集落センター

10:55

～11:00
㈱久栄裏

10:45

～10:50

大池田

郵便局

10:40

～11:00

光照寺
駐車場

11:30

～11:40

稲田神社

参道

11:05

～11:10

旧小貫電気

商会前

10:55

～11:00

上福田農村

集落センター

11:10

～11:25

みなみ
公民館

11:50

～11:55

想石㈱旧中野

組石材工業㈱

11:20

～11:40

笠間稲荷

駐車場

11:05

～11:15

下福田

集会所

11:30

～11:55
笠間駅前

13:10

～13:20
稲田駅前

11:45

～11:50

第12分団詰所前

(鷹匠児童公園脇）

11:25

～11:40

赤尾杉商店

脇 旧詰所

13:10

～13:20
来栖公民館

13:30

～13:40
稲田公民館

13:05

～13:20

市営荒町

駐車場

13:00

～13:05

田中様宅前

(石寺)

13:30

～13:55

旧笠間市役所

笠間支所(石井)

13:50

～13:55

飯合地内

飯塚橋

13:25

～13:40

笠間市民

体育館

13:10

～13:20
日沢集会所

14:05

～14:15

大郷戸農村

集落センター

13:25

～13:35

田口由紀寿様

宅前待避所

(飯田）
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



【岩間地区日程表】

【追加日程：6月 13 日（日）】

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）

4月 26日（月） 4月27日（火） 4月28日（水）

時間 場所 時間 場所 時間 場所

9:00～9:15 土師公民館 9:00～9:15
第 1東宝ランド

公民館
9:00～9:10

大篠区の橋(精進橋)

※駒場公民館から

変更

9:20～9:35 上押辺公民館 9:20～9:30 平公民館 9:15～9:25 岩間体験学習館

9:40～9:55 下押辺公民館 9:35～9:50 市野谷公民館 9:30～9:40 大久保公民館

10:00～10:10 上安居公民館 9:55～10:10 中村公民館 9:45～9:55 東組長峰池

10:15～10:25

下安居地区地域

コミュニティー

センター

10:15～10:25 山根公民館 10:00～10:10 堂山公民館

10:30～10:40 安居東部公民館 10:30～10:40 五霊公民館 10:15～10:30 古山公民館

10:50～11:00 爼倉公民館 10:45～11:00 旧岩間公民館 10:35～10:45 室野公民館

11:05～11:15 椚山東部公民館 11:05～11:20 参り坂公民館 10:50～11:10

新渡戸区

コミュニティー

センター

11:20～11:30 谷原公民館 11:25～11:35 大網公民館 11:15～11:35 日吉町公民館

11:35～11:45

福島区

コミュニティー

センター

11:40～12:00 岩間中町公民館 11:40～12:00 南春日町公民館

11:50～12:00 小島公民館 13:10～13:30

フレンドリー

パーク脇(第 1小

体育館下駐車場)

13:10～13:30 吉岡 2区公民館

13:10～13:30 椚山西部公民館 13:35～14:00
岩間支所正面

駐車場北側

時間 場所

午前 9時～9時 30 分 笠間市役所岩間支所 正面駐車場北側(笠間市下郷 5140）

午前 10 時～10 時 30 分 旧笠間市役所笠間支所 駐車場（笠間市石井 717）

午前 11 時～11 時 30 分 笠間市役所本所 前駐車場(笠間市中央 3-2-1)
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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。



物忘れが気になる方や認知症について知りたい方に向けた健康教室です。

教室に参加して脳を活性化させながら、普段の生活を輝かせるヒントを見つけましょう。

時間 午後 2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)

対象 市内在住の65歳以上で、物忘れや認知症が気になる方(介護サービスを利用している方は除く）

定員 各回 15 名(応募多数の場合は抽選、初回の方優先）

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。※半年間またはひと月のみのお申し込み

でも可能です。

申込期限 4 月 6日（火）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施日を変更する場合があります。

⑫ わくわく脳元気教室

実施日
内容

第 2水曜コース 第 4水曜コース

4月 14 日 4 月 28 日 講話：｢認知症予防について」脳と身体を同時に鍛えよう

5月 12 日 5 月 26 日 脳と身体を同時に鍛えよう

6月 9日 6月 23 日 講話：「食生活について」作業活動に挑戦しよう

7月 14 日 7 月 28 日 講話：「口腔ケアについて」健康体操に挑戦しよう

8月 11 日 8 月 25 日 講話：「生活習慣について」健康体操に挑戦しよう

9月 8日 9月 22 日 講話：「いままでのおさらい」脳と身体を同時に鍛えよう

⑩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

〇あたご癒しフェス

笠間市から元気になろう。自分のためにできることを、ここから始めてみませんか。

※アロマトリートメント、タイ古式マッサージなどが各種 2,000 円/30 分で随時参加可能です。

〇スプリングコンサート

心揺さぶるメッセージを込めて歌います。春を感じるさわやかな歌声を楽しんでみませんか。

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 窓口で直接または電話でお申し込みください。当日も申し込みできます。

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

⑬ 地域交流センター｢あたご」イベントのご案内

日時 内容 定員 参加費

4 月 4 日（日）

午前10時～10時40分 ルーシーダットン：自己整体ヨガ体操 20名 無料

午前11時～11時30分
クリスタルボウル演奏会：演奏を鑑賞

※予約が必要です。
10名 1,000 円

午後 1時～1時 30 分 ハワイアンフラショー：フラダンス鑑賞 30名 無料

日時 出演 定員 入場料

4 月 18 日（日）
開場:午後 1時

開演:午後 1時 30 分

ジャズヴォーカリスト

仲野 亜紀子さん
な か の あ き こ 先着 30名

前売券・当日券

ともに 1,000 円



スペシャリストとして活躍する講師の方々によるオリジナルかつバラエティに富んだ講座を開

催します。体験、途中参加や 1回のみの参加ができる講座もあります。詳しくはお問い合わせく

ださい。

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

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 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

⑮ トモアカルチャースクール 2021 春・夏

講座(毎月) 日時 参加費

ハリウッド映画の楽しみ方 第 3日曜日
午後1時～3時

6,000円/全6回

いばらき映画講座 第 4金曜日 3,000円/全6回

気ままに落語サロン 第 2土曜日 午後2時～3時 30 分 3,000円/全6回

読んでみよう・語ってみよう 第 1火曜日 午後1時 30 分～3時 30 分 5,000円/全5回

着付け教室 ～きものを楽しむ～ 第 2木曜日 午後1時～3時 12,000円/全6回

花･華 ～Flower Lesson～ 第 3水曜日 午後1時 30 分～3時 30 分 3,000円/月

気楽に手相塾 第 1火曜日 午後 6時～7時 30 分 2,500 円/回

楽しい手相塾(上級編) 第 2月曜日 午前 10時 30 分～正午 2,500 円/回

ボイストレーニング講座 第 4水曜日 午前 10時～11 時 30 分 12,000円/全6回

暮らしの中の薬膳(資格取得可) 第 2水曜日
午前 10時～午後 1時

6,000円/月

諸国漫遊たのしい食育 第 4水曜日 3,500円/月

講座(毎週) 日時 参加費

やさしい英語 木曜日
午前 10 時～11時 7,800円/月

One step forward(英会話） 月曜日

バレエストレッチ 月曜日 午前 10 時～11時 30 分 27,600円/全23回

講座(隔週) 日時 参加費

Satomi Yoga 1・3・5火曜日 午後7時～8時 30 分 21,000円/全14回

女性のためのヨガ(託児付き) 1・3 水曜日 午前 10 時～11時 18,000円/全10回

休息のヨガ 2・4土曜日 午前 10 時～11時 15 分 20,000円/全10回

0才からのリズムベビーマッサージ 1・3土曜日 午前 10 時～10時 30 分 1,000円/月

親子リトミック 1・3土曜日 午前10時35分～11時20分 2,000 円/月

子ども将棋教室 1・3月曜日 午後 6時～7時 30 分 2,000 円/月

詳しくはこちら
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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。

個性豊かな朗読会を開催します。全 16 話のお話を用意しています。申し込みは不要ですので、

お気軽にお越しください。

日時 4 月 1日（木）午前 10時～

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前１-10）

参加費 無料

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止となる可能性があります。

問 幾望の会 田中 ℡ 0296-77-4982
き ぼう

⑭ 朗読とおはなしの会
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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」対「読売巨人軍」の 3軍が親善

試合を行います。先着100名様に笠間焼をプレゼントします。

笠間市に居住する方は無料で観戦できますので、ぜひこの機会にプロ選手のプレーを生でご

覧ください。

日時 4 月 17 日（土）午後 1時プレイボール

場所 笠間市民球場(笠間市箱田 867-1）

内容 茨城アストロプラネッツ VS読売巨人軍 3軍

参加費 市内在住または在勤、在学の方(運転免許証など居住していることがわかる証明書をお

持ちください)は無料、その他の方は 1,500 円

問 スポーツ振興課(内線 390）

茨城アストロプラネッツ ℡ 029-869-4343

※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。

詳しくは、チームホームページをご覧ください。

⑰ 茨城アストロプラネッツ 笠間市民の日 VS読売巨人軍

ホームページ

4 月の変わり湯は桜湯です。いこいの家はなさかには、しだれ桜や八重桜があり、毎年きれい

な花を咲かせています。今回は、お風呂でも楽しんでいただけるよう｢桜湯｣を実施します。

桜の樹皮である｢桜皮｣にはフラボノイドが含有されており、肌の湿疹、蕁麻疹、あせもなど

に効果があるそうで、肌トラブルの改善に期待できるようです。

館内の食堂でお食事していただいた方先着 30 名様に、お団子をサービスします。

日時 4月11日（日）午前9時～午後9時 入浴：午後8時30分まで 食堂ラストオーダー：午後7時

入館料 中学生以上 510 円 小学生以下 300 円

問 いこいの家はなさか (笠間市橋爪 586-4) ℡ 0296-77-5110

⑯ いこいの家はなさかからのお知らせ

お詫びと訂正

令和 3年 3月 4日発行の広報かさま【お知らせ版】P7 ｢⑭ 笠間市日中友好協会中国語講座｣の

記事に誤りがありました。読者の皆様および、関係各位にお詫び申し上げ訂正します。

受講料 【誤】2,000 円/回

【正】2,000 円/月

問 笠間市日中友好協会 小坂浩 ℡ 0296-72-9087・090-4057-4115
こ さ かひろし

眞木 則雄 ℡ 0299-45-7059・090-7736-1813
ま き の り お

令和 3年 3月 4日発行の広報かさま 3月号 P19｢笠間焼うつわプレゼント｣の記事に誤りがあり

ました。

器の作者を「提供：田山 健司さん(来栖）、サイズ：約 20cm×6.5cm」と紹介しましたが、正し

くは「提供：佐藤 一正さん(本戸）、サイズ：約 14cm×6cm」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します。

問 秘書課(内線 225)


