
■お知らせ

①新型コロナウイルス感染症関連情報

②新型コロナワクチン情報

③子育て世帯緊急支援事業の申し込みは

3月31日までです

④子育て・福祉・健康に関する相談がウェブ

で予約できます

⑤国民健康保険に加入の方は人間ドック・

脳ドックの費用助成が受けられます

⑥令和3年度国民健康保険・後期高齢者医療保険

にご加入の方の健康診査についてお知らせ

します

⑦特設無料人権相談を開設します

⑧春の全国交通安全運動を実施します

⑨春の農作業安全確認運動を実施します

⑩かさまドライブスルーマルシェを開催します

■教養・文化・交流 他

⑪大池公園 桜ライトアップ

⑫視覚障害当事者相談｢ふれあいサロン」

⑬シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会

⑭アンニョン!楽しく学べる韓国語講座

⑮ハープコンサート

⑯笠間ふれあい大学 4月

⑰春爛漫～音楽を楽しむ集い

＜市内累計陽性者数 100名(3月16 日現在)＞

3 月 21 日から 4月 10 日まで、｢茨城県まん延防止警戒期間｣が設定されました。

年度末・年度初めは会食などが増える時期です。感染症拡大防止のため、気を緩めることな

く、引き続き感染症対策にご協力いただきますようお願いします。

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も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 18日 第2‐36号

①ぺージ
2021-0318

【回覧】お早めに回してください 全 8ページ(A3…2 枚)



〇65 歳以上の方に新型コロナワクチン接種用クーポン券を送付します

3 月 30 日から、市内にお住いの 65歳以上(昭和 32年 4月 1日以前生まれ)の方に、ワクチン

接種に必要となる接種券などが入ったクーポン券の送付を開始します。

3月末から 4月上旬にかけて、｢新型コロナウイルス感染症ワクチン接種のご案内｣と書かれた

サーモンピンク色の大きめ(A4 サイズ)の封筒が、皆さんのお手元に届くことになりますので、

予約開始まで大切に保管してください。

※ご注意ください！

まだ予約はできません。予約開始は 5月以降となる見込みです。

予約開始日は決まりしだい、広報紙や市ホームページ、LINE 等でお知らせします。現時点で医療

機関や笠間市予約・相談センターに、予約のお電話をかけるのはお控えください。

〇よくある質問

〇新型コロナワクチン接種は、【医療機関で行う個別接種】と【公民館で行う集団接種】の 2つの

方法で実施します。接種は予約制で行います。接種に関する詳細は決まりしだい随時、市ホー

ムページでお知らせします。また、4月 1日発行の広報かさま 4月号をご覧ください。

〇新型コロナワクチン接種に関する相談、集団接種の予約を行うコールセンターを開設します。

笠間市予約・相談センター ※3月 22 日（月）開設

電話 0570-052-567 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

※予約開始は 5月以降となる見込みで当面は相談のみの対応となります。

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 271）

② 新型コロナワクチン情報 (3月 15 日現在）

①
なぜ予約は開始

されないのですか。

ワクチンは国から市町村に順次配布されます。現時点では笠間市に

いつ、どの程度ワクチンが届くのかスケジュールが不確定なため、

予約を開始することができません。ご了承ください。

②

なぜ予約ができな

いのに、こんなに

早くクーポン券が

届くのですか。

4 月から一部で開始される予定の県内高齢者施設入所者向けの接種に

もクーポン券が必要となるため、お送りしています。

また、①の質問でもお答えしたとおり、国のワクチン供給スケジュール

が不確定なため、ワクチンの供給が開始されしだい速やかに予約開始が

できるよう、事前にクーポン券を送付しています。

③
いつから予約が

開始されますか。

早くても 5月以降開始となる見込みです。予約開始日が決まりしだい、

市ホームページや広報紙でお知らせします。

市ホームページ 笠間市 LINE かさめ～る

②ぺージ
2021-0318

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



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。

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。

【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

請届け出サービスから申請してください。

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申し込みは 3月 31 日までです

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

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

3月 25 日（木）より、市ホームページから、子育て・福祉・健康に関する各種相談の予約が

できるようになります。予約ができる相談は、次のとおりです。

〇子育てに関する相談：家庭児童相談室・育児相談・言葉の遅れに関する相談等

〇高齢者に関する相談：認知症に関する相談・成年後見制度に関する相談等

〇健康に関する相談：健康相談・こころの相談等

〇障がい者に関する相談：日常生活上の不安や悩みに関する相談等

〇生活困窮に関する相談：金銭的理由により生活に困っている方の相談等

問 社会福祉課(内線 151) 子ども福祉課(内線 165)

こども育成支援センター ℡ 0296-73-4711

地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

保健センター ℡ 0296-77-9145

④ 子育て・福祉・健康に関する相談がウェブで予約できます

相談の予約はこちら

令和3年 3月 18日 第2‐36号

詳しくはこちら

③ぺージ
2021-0318

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。



助成額 人間ドック：20,000 円、脳ドック：25,000 円

対象者 令和 3年 4月 1日現在 40 歳以上で、受診日に 74歳以下の笠間市国民健康保険の被保

険者、国民健康保険税を完納している世帯

※受診日に 75 歳の誕生日を迎える方は、応募できません

申込期間 4 月 5日（月）～23日（金）※土日を除く

申込方法 窓口で直接または郵送でお申し込みください。応募用紙は市役所本所、各支所にあ

ります。申込期間前には応募用紙を配布していません。

持ち物 保険証

注意事項 先着順ではありません。応募者が定員を超えた場合は、抽選により当選者を決定し

ます。当選･落選にかかわらず、5月末までに申込結果を送付します。応募は一人

1回のみとなります。複数回応募した場合は無効となります。家族の名前で応募して

別人が受けることはできません。

○人間ドック

・人間ドックを申し込まれた方は、保健センターの実施する特定健診や医療機関健診は受診でき

ません。

・水戸済生会総合病院と茨城県立中央病院の人間・脳ドックは、病院指定の受診日となります（指

定はできません）。

・胃がん検診の詳細につきましては、医療機関にお問い合わせください。

⑤ 国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドックの費用助成

が受けられます

実施機関名 所在地 電話番号
胃がん

検診

胃カメラ

への変更

個人

負担金
定員

笠間市立病院 笠間市 0296-77-0034 バリウム × 20,700円 100

茨城県立中央病院 笠間市 0296-77-1121 胃カメラ 24,000円 100

茨城県メディカルセンター 水戸市 029-243-1111 バリウム
医師の判断により

追加料金有
22,020円 180

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 バリウム 定員、追加料金有 21,800円 160

東関東クリニック
水戸市 029-221-1200 バリウム

予約時に変更可

追加料金有 21,800円 70

いばらき健康管理センター ×

水戸協同病院 水戸市 029-233-9930 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
21,800円 20

水府病院 水戸市 029-309-5000 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
22,900円 30

㈱日立製作所

土浦診療健診センター
土浦市 029-831-5830 バリウム

予約時に変更可

追加料金有
20,700円 10

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 50

筑波メディカルセンター つくば市 029-856-3521 バリウム 条件、追加料金有 24,440円 20

筑波大学附属病院 つくば市 029-853-4205 胃カメラ 48,200円 10

④ぺージ
2021-0318

小中学生の登下校の見守りをお願いします。



○脳ドック

・脳ドックを申し込まれた方は保健センターの実施する各種がん検診のみ受診できます。

・令和元年度および令和2年度に市の｢脳ドック｣の補助を受けた方は申し込みできません。

・妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療

を受けている方、閉所恐怖症の方は申し込みできません。

問 保険年金課(国民健康保険：内線 144)

笠間支所市民窓口課(内線 72123) 岩間支所市民窓口課(内線 73182)

実施機関名 所在地 電話番号 個人負担 定員

茨城県立中央病院 笠間市 0296-77-1121 30,000 円 60

たかだ脳神経外科内科クリニック 笠間市 0296-71-8808 24,500 円 50

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 35,500 円 40

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 19,000 円 20

筑波メディカルセンター つくば市 029-856-3521 30,000 円 10

健康診査は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の予防および早期発見を図ることを目的として

います。対象の方には、4月中に健康診査の受診に関する案内を送付します。

年に一度は必ずご自身の健康状態を確認しましょう。

健康診査の詳細については、市ホームページや広報かさま 3月号と併せて配布した保健センタ

ー年間予定表をご覧ください。保健センター年間予定表は市役所本所または各支所、公共施設で

も配布しています。

対象 ① 4月 1日時点で国民健康保険に加入している 40～74 歳の方

② 受診当日 75 歳以上の後期高齢者医療保険の方(65 歳以上 75歳未満で認定を受けた方）

申・問 保険年金課(国民健康保険：内線 144/後期高齢者医療保険：内線 141)

笠間支所市民窓口課(内線 72123) 岩間支所市民窓口課(内線 73182）

⑥ 令和 3年度 国民健康保険・後期高齢者医療保険にご加入の方の

健康診査についてお知らせします

毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相談は、法務大

臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。

相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

日時 4 月 21 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 笠間市役所 笠間支所 大会議室(笠間市笠間 1532）

問 社会福祉課(内線 157）

⑦ 特設無料人権相談を開設します

令和3年3月 18日 第 2‐36号

⑤ぺージ
2021-0318

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。



交通事故防止の徹底を図ることを目的に、春の全国交通安全運動が県内一斉に実施されます。

市においても、交通安全協会および交通安全母の会の協力により市内通学路における早朝立哨

や交通安全指導車によるパトロールを実施します。

一人ひとりが広く交通安全の意識を高め、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を習慣付け

ましょう。

運動期間 4 月 6 日（火）～15日（木）

スローガン ｢急いでも 見逃さないで 小さな手」

運動の重点 (1)子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 (2)自転車の安全利用の推進

(3)歩行者等の保護を始めとする安全運動意識の向上

問 市民活動課(内線 134)

⑧ 春の全国交通安全運動を実施します

近年、農作業死亡事故は年間 300 件ほど発生し、農業機械による事故だけでなく熱中症や野

焼き作業中の事故も多発しています。農作業事故防止に向けた取り組みを全国的に強化するた

め、春作業が行われる 3月～5月を｢春の農作業安全確認運動｣として、日頃の安全対策を見直

す期間としています。

農業者の皆さんは、改めて日頃の行動を見直し、安全対策を充分に行ったうえで作業をする

ようお願いします。

特に注意すること

・乗用型農業機械の作業中におけるシートベルトやヘルメット等の着用を徹底する

・作業機を付けた状態で公道を走行する場合は灯火器を正しく設置する

・機械の日常的・定期的な点検や整備を行い、正しく利用する

・作業に適した服装の選択、作業者の体調管理を行う

※｢MAFF アプリ｣を活用すると、熱中症リスクのある地域は直接

注意喚起のお知らせを受け取れるなど、熱中症に関する情報収集

することができます。

問 農政課(内線 528）

⑨ 春の農作業安全確認運動を実施します

⑥ぺージ
2021-0318

｢道の駅かさま｣開業に向けて、ドライブスルーで野菜や食事、スイーツなどを購入できるマル

シェを実施します。道の駅出店テナントや市内の協力事業者が出店しますので、ぜひお越しくだ

さい。子育て支援として、市内の小学生以下のお子さん一人当たり 200 円の割引チケットを配布

しますので、当日ご利用ください。

日時 4 月 9日（金）～11 日（日）午前 11時～午後 7時

場所 笠間芸術の森公園南駐車場(笠間市笠間 2345）

問 道の駅整備推進課(内線 239）

⑩ かさまドライブスルーマルシェを開催します

大池公園の桜をライトアップします。必ずマスクを着用して、三密を回避しながら夜桜散歩を

楽しみましょう

点灯日時 3 月 27 日（土）～4月 11 日（日）午後 6時～10 時

場所 大池公園(笠間市赤坂 20）

問 笠間市商工会青年部 ℡ 0296-72-0844

⑪ 大池公園 桜ライトアップ

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。

詳しくはこちら



県では高齢者の介護予防のため、この体操を普及するボランティア｢シルバーリハビリ体操指

導士｣の養成を行います。

場所 茨城県立健康プラザ

申込資格 ①おおむね 50 歳以上の茨城県民②常勤の職についていない方③地域で体操普及のボ

ランティア活動ができる方

受講料 無料

申込方法 往復はがきでお申し込みください。返信はがき表面に住所・氏名、往信はがき裏面に

住所・氏名・生年月日・電話番号・受講できるコース名をご記入ください。

申込期限 各コースとも初日の 10日前まで

申・問 茨城県立健康プラザ 介護予防推進部 〒310-0852 水戸市笠原町993-2 ℡ 029-243-4217

⑬ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

コース 開催日時(各コース 5日間）

211 4 月 12 日（月）・15 日（木）・19日（月）・22日（木）・26日（月）

午前 9時 30 分

～午後 3時 45 分

212 5 月 11 日（火）・14 日（金）・18日（火）・21日（金）・25日（火）

213 6 月 7日（月）・10日（木）・14日（月）・17日（木）・21日（月）

214 6 月 8日（火）・11日（金）・15日（火）、18日（金）・22日（火）

ネイティブ・スピーカーと触れ合い、コミュニケーションの楽しさを体験してみませんか。

初級クラスでは、ハングルの仕組みを基礎からじっくり学びますので、安心してご参加いただ

けます。また、中級クラスはハングルの読み書きができる方を対象とし、旅行先や日常生活で

活用できる実践的な表現を身に付けていきます。「韓国語を学んでみたい」という方におすすめ

の講座です。ぜひお気軽にご参加ください。

日時 4 月 21 日（水） 初級クラス：午後 2時～3時

中級クラス：①午後 3時 30 分～4時 30 分 ②午後 6 時～7 時

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
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 4 月 20 日（火）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる場合があります。

⑭ アンニョン!楽しく学べる韓国語講座

令和3年 3月 18日 第 2‐36号

⑦ぺージ
2021-0318

視覚障害当事者が、地域で生活している経験を活かしてさなざまな相談をお受けします。お

気軽にお越しください。

日時 毎月第 3水曜日 午後 1時 30 分～

場所 茨城県立視覚障害者福祉センター 2階(水戸市袴塚 1-4-64）

対象 県内在住の視覚障害者とその家族、視覚障害者を支援する立場の方

問 茨城県視覚障害者協会 ℡ 029-221-0098

⑫ 視覚障害当事者相談｢ふれあいサロン」

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。マスクを着用のうえ、ご参加ください。

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）

参加費 1,000 円/各回

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 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654
はなわ

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp
※笠間ふれあい大学は、笠間市社会教育推進事業補助金を受けて活動しています。

⑯ 笠間ふれあい大学 4月講座

日時 内容

4 月 10 日(土)

午前10時～

｢笠間の明日を考えよう｣ 講演：笠間で暮らして

講師：(株)TANGE FILM 代表 森下 征治さん
もりした せ い じ

対談：笠間の今と明日 対談：内桶 克之さん×森下 征治さん
うちおけ かつゆき

4 月 24 日(土)
健康カラオケ教室(音楽科) 飲まない吸わない触らない

講師：グラウンドワーク笠間 井坂 光男さん
い さ か み つ お

キース・ウインド(森の風)が、和洋ポップスから演歌、クラシックまで多様なジャンルの音

楽をお届けします。一緒に歌い楽しみましょう。マスクを着用のうえ、ご参加ください。

日時 4 月 17 日（土）午後 2時～4時

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1）

出演 ギター：秋坂 克典さん、青木 のぶえさん ブルースハーブ：坂本 育子さん
あきさか かつのり あ お き さかもと い く こ

キーボード：野村 ひろこさん
の む ら

定員 20 名(先着順）

参加費 2,500 円(ソフトドリンク・お茶菓子付き）

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 4 月 14 日（水）

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654
はなわ

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

⑰ 春爛漫～音楽を楽しむ集い

⑧ぺージ
2021-0318

【回覧】 次号は 4 月 1 日発行 第 3 -1 号

日本では珍しいハープ弾き歌いです。春の訪れをハープの調べで楽しみませんか。

日時 4 月 25 日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ (笠間市下郷 4438-7）

出演 早川 千丈さん
はやかわ ちひろ

定員 30 名(先着順）

参加費 前売券：1,000 円 当日券：1,200 円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

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 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

⑮ ハープコンサート


