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＜市内累計陽性者数 163名(5月17 日現在)＞

感染症の拡大を受け、笠間市は 5 月 20 日から 6月 2日まで、茨城県の「感染拡大市町村」に

指定されました。茨城県からは不要不急の外出自粛や営業時間短縮等が要請されています。

また、利用時間の短縮や利用人数の制限など、市施設の利用を一部制限しています。

さらなる感染拡大を防ぐため皆さんのご理解ご協力をお願いします。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145



65 歳以上の方の新型コロナワクチン接種〈集団接種〉の予約開始日をお知らせします。

予約開始直後は電話が大変つながりにくくなるため、インターネットでの予約をおすすめして

います。代理の方の予約操作も可能ですので、ご理解ご協力をお願いします。

予約開始日

接種会場

予約方法 (詳細は広報かさま 5月号をご覧ください）

電話またはインターネットで予約します。接種券(番号)を必ずお手元にご準備ください。

集団接種の注意事項

・接種の予約は 2回分まとめて行います。

・予約の変更やキャンセルは｢笠間市予約・相談センター｣へのお電話、または前日の正午までは

Web 予約システムからも変更等が可能です。予約をキャンセルする場合は必ずご連絡をお願い

します。

・予約キャンセルとなった接種枠については、接種日前日の正午まで予約の再受付を行います。

キャンセル待ち等の対応は行っていません。

※ワクチン廃棄ゼロを目指す取り組み

笠間市では当日の予約キャンセルによるワクチンの廃棄を防ぐため、ワクチン接種に従事する

未接種の看護師や、高齢者・障害者等福祉施設の未接種の従事者、保育士を優先接種の対象者と

し、ワクチンを無駄なく接種していくこととしています。

今回お知らせしている内容は 5月 18 日現在の情報となります。ワクチンの供給状況等により変

更となる場合がありますので、ご理解をお願いいたします。

②新型コロナワクチン接種〈集団接種〉情報

問 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

5 月 31 日（月）午前 9時 30 分から 〈6月 13 日（日）～7月 3日（土）接種分〉

予約が定員に達した場合、次回の予約開始は 6月 21 日（月）です。（開始時間は決まりしだい市

ホームページや広報紙等でお知らせします）

友部公民館(笠間市中央3-3-6) 笠間公民館(笠間市石井2068-1) 岩間公民館(笠間市下郷5140)

電話予約 インターネットでの予約

笠間市予約・相談センター

℡ 0570-052-567

※予約日をメモする準備を

お願いします

市ホームページ内

「新型コロナワクチン接種に関する情報」から

Web 予約システムへ

※予約の際は接種者本人のカナ氏名を入力してください。

※kasama-vaccineteam@bsec.jpから予約のお知らせメールが

届きます。迷惑メール防止等の対策をしている場合は設定の

変更をお願いします。
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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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）
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接種日カレンダー〈6月 13 日～7月 3日分〉

※各日の予約可能人数は決まりしだい市ホームページでお知らせします。

～皆さんへのお願い～

・ワクチン接種は完全予約制です。必ず予約を行ったうえで接種会場にお越しください。

・市では、国の求める 65 歳以上の方の 7月末の接種完了を目指し、個別接種だけでなく、集団

接種においても市内医療機関の協力を得て、接種体制の強化を進めています。ワクチンの供給

は順次行われるため予約できる人数には限りがありますが、希望する方全員が接種できますの

で、予約は慌てずに、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

・市役所にお電話や来庁されても予約の受付はできません。

友部 笠間 岩間 友部 笠間 岩間

午前 〇 〇 午前 〇 〇

午後 〇 午後 〇 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇 〇

午前 〇 〇 午前 〇 〇

午後 〇 午後 〇 〇

午前 〇 午前

午後 〇 午後 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇

午前 午前 〇 〇

午後 〇 〇 午後 〇

午前 〇 〇 午前 〇

午後 〇 午後 〇 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇 〇

午前 〇

午後 〇

6/13（日） 6/24（木）

6/14（月） 6/25（金）

6/15（火） 6/26（土）

6/16（水） 6/27（日）

6/17（木） 6/28（月）

6/18（金） 6/29（火）

6/19（土） 6/30（水）

6/20（日） 7/1（木）

6/21（月） 7/2（金）

6/22（火） 7/3（土）

6/23（水）
5 月 18 日現在予定

(期間計 約 2,670 人接種予定）



成人を迎える皆さん、実行委員として企画や運営に携わって一生に一度の晴れ舞台を演出して

みませんか。成人式を仲間と一緒に作り上げる｢成人式実行委員｣を募集します。成人式当日にピ

アノを演奏していただける方も歓迎します。

日程 令和 4年 1月 9日（日）（予定）

内容 式典の企画構成・成人式の運営

対象 平成 13 年 4 月 2 日～平成 14 年 4月１日生まれで笠間市の成人式に出席予定の方

※進学・就職等により現在笠間市にお住まいでない方も参加できます。

募集人数 10 名程度

申込方法 窓口で直接または電話、市ホームページの申し込みフォーム、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 7 月 30 日（金）

⑤ 令和 3年度 成人式実行委員を募集します

申・問 生涯学習課(内線 385）
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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。

市長と意見交換をする｢市政懇談会｣を次の通り開催します。事前の申し込みは不要ですので、

ご都合に合わせてお越しください。

※新型コロナ感染症拡大防止のため、マスク着用でご参加をお願いします。

④ 市政懇談会を開催します 問 秘書課(内線 224)

日時 場所

6 月 6日（日）
午前 10 時～11時 30 分

地域交流センターともべ「トモア」

6月13 日（日） かさま歴史交流館井筒屋

6月15 日（火） 午後 7時～8時 30 分 地域交流センターともべ「トモア」

6月19 日（土） 午前 10 時～11時 30 分 地域交流センターいわま「あたご」

メンテナンス実施のため、証明書コンビニ交付サービスを一時停止します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

停止日 6 月 9日（水）終日

停止業務 コンビニエンスストア等および、本庁舎内自動交付機でのマイナンバーカードを利用

した各種証明書（住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、課税証明書、所

得証明書）の取得サービス

※6月 10 日（木）から令和 3年度の税証明書の取得ができます。

③ 証明書コンビニ交付サービスを一時停止します

問 税務課(内線 113)

市内小・中・義務教育学校では、教室等の消毒作業や教材の準備など学校業務をお手伝いして

くださる方を募集しています。詳しくは、お問い合わせください。

勤務時間 週 15時間以内(例：週 5日、午後 2時～5時）

賃金 1,000 円/時間

対象 22 歳以上の方

定員 8 名(先着順）※面談があります。

⑥ 学校サポーターを募集します 申・問 学務課(内線 378)



商工会では、住宅・店舗リフォーム促進補助金事業の受け付けをしています。今年度は、新型

コロナウィルス感染症による家庭内感染リスクの軽減、クラスターの発生を防ぐための対策費用

を追加補助する特例枠を設けています。

対象工事 市内の施工業者による建物の増改築、修繕、改修等で 20万円以上(税別)の工事

※電気設備や通信設備等の設置･取替えのみの工事、補助金交付決定前に着工した工事は対象外です。

対象建物 住宅：申請者が市内に所有し、居住の用に供する建物

店舗：市内で事業を営む店舗、工場、事務所

補助金額 住宅：最大 10万円(補助率:10％）

店舗：最大 20万円(補助率:20％)

特例枠 ｢空気清浄機能付きまたは換気機能付きエアコン｣を設置の場合。本体工事の補助金の

1/2 を追加補助。※特例枠のみの申請はできません。

申込方法 工事着工前に交付申請書および添付書類を添えて、窓口に提出してください。

※郵送での受け付けはできません。

⑨ 住宅・店舗リフォーム促進補助金をご利用ください

申・問 笠間市商工会 友部事務所(笠間市東平 2-3-3) ℡ 0296-77-0532

令和3年5月 20日 第3 ｰ 4号
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。

勤務内容 外来(内科など）・病棟の看護業務

雇用期間 6 月 1 日～令和 4年 3月 31 日 ※期間延長あり

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(7 時間 45分勤務）

週 5日ローテーション勤務、土・日曜日および夜勤も含む。勤務日は応相談。

勤務場所 笠間市立病院(笠間市南友部 1966-1)

募集人数 1 名程度

賃金 1,604 円/時間 ※別途夜勤手当および通勤手当支給あり

資格等 正看護師

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)を本人が直接持参してください。履歴書等は返却しません

ので、ご了承ください。

⑦ 会計年度任用職員(看護師)を募集します

申・問 笠間市立病院 ℡ 0296-77-0034

ご家族のひきこもり問題で悩んでいる方を対象に出張相談を行います。相談は無料ですの

で、一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

日時 6 月 22 日（火）午後 1時～4時

場所 地域福祉センターともべ A館(笠間市美原 3-2-11）

対象 県内在住のひきこもり問題でお困りのご本人やご家族

参加費 無料(相談 1件 50 分）

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 6 月 19 日（土）

⑧ ひきこもりの相談を受け付けます

申・問 茨城県ひきこもり相談支援センター ℡ 0296-48-6631 メール info@ibahiki.org



優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、文化振興の一環として、高齢者芸術鑑賞

事業を実施しています。自然豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、芸術に触れてみませんか。

期間 令和 4年 3月 31 日まで(月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館）

開館時間 午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで）

会場 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4)

対象 65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで（いずれも市内在住の方）

※免許証、マイナンバーカード、保険証等を提示してください。

企画展 ｢鴨居 玲 展 -Camoyの生きざま-｣：5月 22 日（土）～7月 18 日（日）
※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館日時およびイベント等が変更となる場合があり

ます。詳しくは、笠間日動美術館までお問い合わせください。

※感染拡大防止のため、体調がすぐれない方のご来館はお控えください。また、必ずマスク着用

でご来館いただき、手洗いの励行や手指消毒、咳エチケット等にご協力をお願いします。

⑫ 65歳以上の方は笠間日動美術館の入館料が無料になります

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382）
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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。

交通機関を利用することが困難な方を対象に実施している移送サービスは、市民の皆さんの

参加と協力によって助け合い、支え合いながら活動する有償サービスです。活動を充実させる

ため、皆さんのご協力をお願いします。

活動内容 バス、タクシー、デマンドタクシーなどの利用が困難な方を病院等へ送迎します。

サービス対象者 要支援・要介護認定者および総合事業対象者、障害者手帳をお持ちの方

協力料金 700 円/時間

活動日時 月～金曜日(祝日、12月 28 日～1月 5日、8月 13 日～16日を除く）

午前 9時～午後 5時(目安として、月 5時間程度）

その他 運転講習会を受講してからの活動開始となります。詳しくはお問い合わせください。

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 15 日（火）

⑩ 移送サービスの活動にご協力ください

申・問 笠間市社会福祉協議会 在宅福祉サービスセンター ℡ 0296-78-3939

避難所や非常食、応急処置の方法など、避難所の疑問を解決して、もしもの時に備えましょう。

日時 6 月 26 日（土）午前 9時～正午 受付：8時 30 分

場所 笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1）

対象 市内在住の小学生

定員 市内小学生 60 名(保護者 40名） ※保護者の方も体験可能です。

持ち物 上履き、飲み物 ※当日は動きやすい服装でご参加ください。

申込方法 QR コードからお申し込みください。

申込期限 6 月 12 日（土）

⑪ 災害時の避難所体験を実施します

申・問 (一社)笠間青年会議所 古山 ℡ 090-5439-9652



【大雨時の飯田ダムの役割】

飯田ダムでは、ダム上流から入ってくる水の一部をダムに溜め、下流の川に流す水の量を減らす

ことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています(｢飯田ダムのイメージ｣参照）。

また、今年から大量の雨が予測される時には、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、

大雨の前にダムの水位を下げ、溜められる水の量を従前より増やすことで、下流の洪水被害を軽

減する機能を強化します(｢事前放流のイメージ｣参照）。

【飯田川下流（飯田ダム～涸沼川合流部）区間におけるサイレンについて】

ダムから流す水の量が増えることにより、ダム下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合

は、警報局のサイレンを鳴らしますので、サイレンが鳴った時は川のそばから離れてください。

⑬ 飯田ダムの役割をご存じですか

問 茨城県飯田ダム管理事務所 ℡ 0296-72-7950 茨城県水戸土木事務所 ℡ 029-225-4515

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

７ぺージ
2021-0520

令和3年 5月 20日 第 3 ｰ 4号



面接会は、午前の部と午後の部で参加企業を入れ替えて行われます。履歴書を複数枚お持ちく

ださい。外国人留学生も参加できます。

対象 大学院・大学・短大・専修学校等(高校は除く)の令和 4年 3月卒業予定者および既卒未

就職者(おおむね卒業後 3年以内）

参加費 無料

申込方法 QR コードをご確認ください。

⑭ チャレンジいばらき就職面接会

申・問 県労働政策課 ℡ 029-301-3645

日時 場所

6 月 28 日（月） 【午前の部】

午前10時 20分～午後0時 20分

【午後の部】

午後 2時～4時

県水戸合同庁舎(水戸市棚町 1-3-１）

7月 1日（木） ホテルマロウド筑波(土浦市城北町 2-24）

7月 2 日（金） 県南生涯学習センター(土浦市大和町 9-1）

7月 15 日（木） ホテルレイクビュー水戸(水戸市宮町 1-6-1）

最近もの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 6 月 18 日（金）午後 2時～4時 30 分

場所 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1）

講師 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
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 6 月 15 日（火）

⑮ もの忘れ相談会 申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

８ぺージ
2021-0520

コロナ禍の状況が続き、新しい生活様式が浸透し、私たちのこころと身体にはさまざまな変

化が起こる可能性があります。こころの健康を保つため、自身との向き合い方やストレス解消

法などについて、一緒に考えてみませんか。

日時 7 月 9日（金）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時 15 分

場所 笠間図書館(笠間市石井 2023-1)

内容 講話：「こころの健康を保つために with コロナ～相談員の立場より～」（仮題）

講師 保健センター こころの相談 相談員 滝口 康子さん
たきぐち や す こ

定員 20 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。託児をご希望の方は、ご相談ください。

申込期限 6 月 28 日（月）

⑯ こころの健康講座 申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

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。



台所などの衛生環境を考えるため、ゴキブリ対策として非常に効果の高い｢ホウ酸団子｣の作り

方について、講習会を開催します。また、笠間市まちづくり出前講座でも同様の講習を行ってい

ますので、地域・団体・グループの学習会等としてぜひご活用ください。

講師 笠間市消費者友の会会員

定員 各 20 名(先着順）

参加費 100 円

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 10 日（木）

※感染拡大防止のため、当日はマスクの着用をお願いします。なお、風邪のような症状がある方、

体調がすぐれない方のご参加はお控えください。

⑱ ゴキブリ団子作り 問 笠間市消費者友の会 水田 ℡ 0296-78-5411
み ず た

日時 場所 申

6 月 15 日（火）

午前 9時 30 分～11時

みなみ公民館

（笠間市下市毛 591-1）
岩藤 ℡ 0296-72-1056
いわとう

6 月 16 日（水）

午前 10 時～11 時 30 分

地域交流センターともべ「トモア」

（笠間市友部駅前 1-10）
水田 ℡ 0296-78-5411
み ず た

6 月 16 日（水）

午後 1時 30 分～3時

地域交流センターいわま「あたご」

（笠間市下郷 4438-7）
塩畑 ℡ 0299-45-5211
しおはた
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屏風のように飾ることができる折りたたみ絵本を作ります。お気軽にご参加ください。

日時 7 月 31 日（土）、8月 7日（土）午前 9時 30 分～正午

場所 友部図書館 視聴覚室(笠間市平町 2084）

対象 3 歳から高校生まで(小学 2年生以下は保護者同伴）※両日とも参加できる方

定員 20 名(先着順)

参加費 無料

持ち物 クレヨン、色鉛筆等、好きな画材(折り紙、リボン等）、はさみ

申込方法 窓口で直接お申し込みください。6月 19 日（土）から見本を展示します。

申込期間 6 月 19 日（土）～7月 11 日（日）※休館日を除く

⑰ 夏の手作り絵本教室 申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200

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）
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運動、口腔、栄養、認知等に不安を抱える高齢者を対象に、生活機能の改善を目的とした短期

集中型(3 か月間)の介護予防教室を開催します。

日時 7 月 30 日～10 月 22 日の毎週金曜日(8 月 13 日を除く) 午後 1時 30 分～3時 30 分

場所 笠間市総合公園 会議室 A・B(笠間市箱田 867-1）

内容 保健、医療の専門職による運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防のプログ

ラム(全 12 回/2 時間程度)に取り組みます。終了後もご自宅で続けられるよう支援します。

(1)専門職による講話 (2)専門職による運動指導と集団体操

(3)血圧測定などの健康チェック (4)教室参加の評価と生活指導

対象 次のいずれかに該当する方で、全 12回の教室に参加できる方。ただし、通所介護予防サー

ビスを利用している方は参加できません。

(1)要支援 1、2の認定を受けている方

(2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方

定員 20 名程度(先着順）

参加費 1,500 円(全 12 回分）

申込方法 ㈱スマイルハートへ直接電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 25 日（金）

その他 (1)通所が困難な場合は、送迎も可能ですのでお申し込みの際ご相談ください。

(2)お申し込み後ケアプランを作成するため、地域包括支援センター職員がご自宅を訪問します。

⑳ 元気すこやか教室の参加者募集

申 ㈱スマイルハート ℡ 0299-28-8000 問 高齢福祉課(内線 174）

聴覚障がいがある方を対象とした手話講習会です。

日時 6 月 5 日・19 日、7月 3日・17 日、8月 7 日・28 日、9月 4日・18 日、10 月 9日・23 日

(全 10 回、土曜日）午前 10時～正午

場所 土浦市ボランティア福祉会館(土浦市大和町 9-2 ウララ 2ビル)

内容 手話の知識とコミュニケーション、聴覚障がいについての情報保障について、読話の講習等

対象 ・初めての方

・県内に居住している、おおむね 18歳以上の中途失聴・難聴者の方および同居家族

参加費 テキスト代実費

申込方法 氏名、住所、FAX(または電話)、年齢、身体障害者手帳の有無をご記入のうえ、電話ま

たは FAX(様式は任意)でお申し込みください。

⑲ 中途失聴・難聴者のための手話講習会

申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ ℡ 029-248-0029 FAX 029-247-1369

読み語りの会プラスワンが朗読会を開催します。事前の申し込みは不要ですので、どなたでも

気軽にお越しください。

日時 6 月15 日（火）午後 1時 30 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 葉桜と魔笛、餡ころ餅、私のひめゆり戦記、かげ、パネルシアター他

参加費 無料

㉑ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

小中学生の登下校の見守りをお願いします。



〇やわらかい耳と感性を育てるワークショップ

普段の子育てで実践できるやわらかい耳を育てる方法をご提案します。

〇岩間山の天狗伝説1

岩間山(現･愛宕山)に伝わる天狗伝説を語りとアニメーション上映でお送りします。

㉓ かさま歴史交流館 井筒屋イベントのご案内

申・問 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

日時 6 月 10 日（木）午前 10時～正午

講師 理学療法士、リビング・アトリエ代表 まつばら あやさん

対象 お子さんが 0～3歳の親子

定員 10 名(予約優先）

参加費 500 円/組

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

日時 7 月 24 日（土）開場：午後 3時 30 分 開演：午後 4時

出演
文献調査・制作：高橋 協子さん アニメーション・音楽：大柴 拓さん

たかはし きょうこ おおしば たく

語り：ゆうくんとマットさん、ことぶき ゆめこさん 歴史講話：光野 志のぶさん
み つ の し

定員 30 名(予約優先）

入場料 前売り：2,000 円 当日券：2,500 円 ※中学生以下は無料

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

令和3年 5月 20日 第 3 ｰ 4号
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便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！

インディアカは、｢誰もが、楽しく、いつまでも｣できるスポーツです。プレイできる楽しさと

人と出会う喜びを広げるために開催します。

日時 6 月 20 日（日）受付：午前 9時～ 開始予定：午前 9時 30 分

場所 岩間海洋センター

対象 市内在住または在勤で、インディアカ愛好者やインディアカを体験してみたい方

参加費 200 円(傷害保険料含む) ※事前説明会・練習会で集金します。

申込方法 岩間海洋センターに直接または FAX でお申し込みください。申し込み用紙は窓口に

用意しています。

申込期限 6 月 10 日（木）

㉒ 笠間フレンドシップインディアカ交流大会

申 岩間海洋センター(笠間市押辺 2259-1） 事務局 石川 FAX 0299-45-2347

問 事務局 石川 ℡ 0299-45-2347



「広報かさま お知らせ版」は、インターネット等デジタル媒体
により情報発信方法が多様になったことから、4 月から月 2 回の
発行に変更しました。

【回覧】 次号は 6 月 3 日発行 第 3 -5 号

放送大学はテレビやラジオ、インターネットを利用して授業を行う通信制の正規の大学です。

条件を満たせば学力試験はありません。卒業すれば学士の学位を取得できます。詳しくはお問い

合わせください。

出願期間 第 1回：6月 10 日（木）～8月 31 日（火）

第 2回：9月 1日（水）～9月 14 日（火）

㉖ 放送大学 10 月入学生募集

問 放送大学茨城学習センター ℡ 029-228-0683 HP https://www.ouj.ac.jp

人生100年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。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。どなたでも参加できますので、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(コーヒーとお菓子付き)

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 開催日前日まで

※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。

㉕ 笠間ふれあい大学 6月講座

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

日時 内容

12日(土)

午前10時～

｢地球温暖化と私たちの暮らし」ゼロカーボンシティの実現を考えよう

講師:茨城県地球温暖化防止活動推進員/気象予報士/防災士 岸 倫男さん
きし の り お

26日(土)
｢教え護る｣教護院と児童養護施設で子どもたちと生きてきたことの体験談

講師:児童養護施設｢道心園西ホーム｣ 施設長 茂木 肇さん
も ぎ はじめ
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家庭で眠っている日用品や衣類など、使わなくなったものをもう一度生かしてみませんか。

家庭菜園の野菜やふぞろいの野菜、お米などの農作物、鉢花、手工芸品などの出品も大歓迎で

す。売るのも買うのも、見るのも楽しいフリーマーケットにお気軽にお越しください。

日時 6 月 5日（土）午前 9時～午後 2時 受付：午前 8時 30 分 ※雨天時 6月 6日(日)に延期

場所 友部公民館前広場(笠間市中央 3-3-6）

参加費 500 円/一区画

申込方法 当日会場でお申し込みください。(小中学生は保護者同伴）

※新型コロナウイルス感染症防止のため、参加の方はマスクの着用をお願いします。

㉔ フリーマーケット出店者募集

問 ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028


