
■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接種〈集団接種〉情報

③新型コロナワクチン接種予約済みの皆さんへ

④2,000 円で PCR 検査を受けられます

⑤行政手続きでの押印を一部廃止しました

⑥法律と登記等に関する無料相談会を開催します

⑦新型コロナワクチン接種期間中の日曜日・

祝日はデマンドタクシーかさまの臨時運行

をします

⑧保健センターから検診のご案内

⑨高次脳機能障害をご存知ですか

⑩人間ドック・脳ドックの費用助成の追加募集

をします

⑪エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑫野生の山菜類およびきのこ類の出荷管理の

徹底をお願いします

⑬「茨城県災害ボランティア活動支援基金」に

かかわる寄附を募集しています

⑭税務職員採用試験を実施します

⑮アルバイトの労働条件を確かめよう

⑯B&Gスポーツ水泳大会は中止になりました

⑰歴史民俗資料館が開館40周年を迎えます

■教養・文化・交流 他

⑱健康座談会(メディカルカフェ）

⑲ママ・リフレッシュ「シェイプアップヨガ｣

⑳親と子の体験教室～七夕かざりを作ろう～

㉑笠間市社会福祉協議会からのご案内

㉒まちの保健室

㉓天神の里「昆虫観察会」

㉔ふれあい寄席

㉕アンチエイジングメソッド体験教室

㉖いこいの家はなさかからのお知らせ

㉗グラウンドワーク笠間からのご案内

■お詫びと訂正
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＜市内累計陽性者数 179名( 5月31日現在)＞

笠間市は6月 3日（木）から茨城県の｢感染拡大市町村｣の指定が解除されましたが、県内での

感染は続いています。

気を緩めることなく引き続き感染症対策の徹底に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

【回覧】お早めに回してください 全14ページ(A3…3枚、A4…1枚)



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回線が大変込み合うため、時間をおいてかけなおす、またはインターネッ

トでの予約をお願いします。

代理の方の予約操作も可能ですので、ご家族や周囲の方のサポートをお願いします。

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。クーポン券（接種券)を必ずお手元にご準備ください。

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

第 3回 6月 21 日（月）午前 9時 30 分から 【 7月 4日（日）～7月 24 日（土）接種分】

第 4回 7月 12 日（月）午前 9時 30 分から 【 7月 25日（日）～8月 14 日（土）接種分】

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
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

インターネットでの予約

〇市ホームページ内「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。

〇インターネット予約サポート窓口（予約開始日のみ開設）

・インターネットでの予約が困難な方を対象とした、予約サポートを行います。予約のサポート

を行うものであり、予約の確保を確約するものではありません。

・予約が定員に達した場合は、早期に終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・三密回避のためできるだけ、ご自宅での予約をお願いします。

・持ち物 笠間市から送付したクーポン券

※早朝から並ぶなどの行為は、なにとぞお控えください。

6 月 21 日（月）午前 9時 30 分～午後 5時 15 分

笠間公民館

1階エントランスホール

（笠間市石井 2068-1）

笠間市役所本所

教育棟 2階 2-2 会議室

（笠間市中央 3-2-1）

市民センターいわま

1階市民ホール

（笠間市下郷 5140）

7 月 12 日（月）午前 9時 30 分～午後 5時 15 分

笠間公民館

1階エントランスホール

笠間市役所本所

教育棟 2階 2-2 会議室

市民センターいわま

1階市民ホール

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。２ぺージ
2021-0603



友部 笠間 岩間 友部 笠間 岩間

午前 〇 〇 午前 〇

午後 〇 〇 午後 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇

午前 午前

午後 〇 午後 〇

午前 〇 〇 午前 〇 〇

午後 〇 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

午後 〇 〇 午後 〇 〇

午前 〇 〇 午前 〇 〇

午後 〇 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

午後 〇 〇 期間計　約3,300人予定

7/4（日） 7/15（木）

7/5（月） 7/16（金）

7/6（火） 7/17（土）

7/7（水） 7/18（日）

7/8（木） 7/19（月）

7/9（金） 7/20（火）

7/10（土） 7/21（水）

7/11（日） 7/22（木）

7/12（月） 7/23（金）

7/13（火） 7/24（土）

7/14（水）

接種日カレンダー〈7月 4日～7月 24 日分〉

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。

インターネット予約の場合：上記日程から 1回目を予約し、続けて予約システムに表示される

3週間後の 2回目専用枠で 2回目を予約します。

電話予約の場合：オペレーターが 1回目の予約と合わせて 2回目の予約日をご案内します。

・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 Web 予約システムにより

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。

～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。

・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。

6月 1日現在の予定です。

期間計 約 3,400 人予定

※1回目の接種予約が可能な人数です。

令和3年 6月 3日 第3 ｰ 5号
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自分の行動が自分を守る!～コロナに感染しないために～

感染防止のため引き続き感染症対策にご協力ください



市内在住・在勤・在学の方向けに、自己負担 2,000 円で受けられる PCR 検査を実施します。

お店など、団体での検査も可能です。年齢制限なしで、事前申し込みも不要ですので、ぜひ

お気軽にご利用ください。

実施期間 6 月 10 日（木)～16 日（水） ※16 日（水）は回収のみ

平日：午後 3時～7時 土日：午後 1時～4時

検査キット配布・回収場所 笠間市役所 本所 (笠間市中央 3-2-1）

検査費用 一人 2,000 円 ※検査キット配布時に徴収します。

検査方法 ①検査キット配布場所で検査キットを受け取り

※配布時に検査日(回収日)が決まります

②検査日(回収日)にご自身で検体(唾液)を採取

③検体を採取した検査キットを回収場所へ提出

④民間検査機関で検査(プール方式）

⑤3～5日後に陽性者にのみ笠間市から検査結果を報告

※陰性者への個別通知はありません。市ホームページの「陽性者への連絡終了」のお知らせを

ご確認ください。

④ 2,000 円で PCR 検査を受けられます

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145
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65 歳以上の方の新型コロナワクチン接種〈集団接種〉の予約をお取りいただいた皆さんへのお

願いです。

三密回避のため、予約時間前には会場に入場できません。必ず予約時間（入場可能時

間）の間にお越しください。

予約時間の開始直後は受付が込み合います。分散入場にご協力をお願いします。

会場外には待機スペースがありません。これからの時期、雨天や熱中症も心配されま

すので、会場外に並んで待つことの無いよう、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

③ 新型コロナワクチン接種予約済みの皆さんへ

問 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

例：予約時間 午前 9時～9時 30 分の場合

午前 9時前には入場不可。午前 9時以降 9時 30 分の間のみ入場可能。

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）



市では、行政手続きの簡略化やデジタル化の推進によって市民の皆さんの利便性の向上や業務の

効率化を図るため、4月 1日から、1,213 件の各種申請等の手続きについて押印を廃止しました。

今後も順次、見直しを行い市民の皆さんの利便性の向上に努めていきます。なお、押印廃止し

た手続きについては、市ホームページや各担当課でご確認ください。

【押印廃止となる主な申請等】 ・介護保険被保険者証等再交付申請 ・スクールバス利用申請

・犬の登録申請 ・在宅心身障害児福祉手当認定申請

⑤ 行政手続きでの押印を一部廃止しました 問 総務課(内線 204）

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。

⑥ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

日時 内容

7 月 6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

7 月 22 日(木)

8 月 27 日(金)
法律相談:元大学教授 山口 康夫さん

やまぐち や す お

8 月 25 日(水) 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

新型コロナワクチン接種を目的とした利用に限定して、日曜日・祝日もデマンドタクシーを運行

しています。また、平日も含めて新型コロナワクチンの接種目的の利用に限り、利用日の30日前

から予約を受け付けています。※運行台数に限りがあり、予約をお受けできない場合があります。

〇事前に利用登録および利用予約が必要となります。

利用登録 利用登録申請書をご提出ください。

利用予約 予約センターに電話でご予約ください。

デマンドタクシーかさま予約センター ℡ 0296-70-9000

※市役所にお電話や来庁されても予約の受け付けはできません。

※複数の方の乗り合いのため、時間には余裕を持ってご利用ください。

乗車料金 基本料金 400 円(一部割引制度があります） ※料金は乗車券払いです。

⑦ 新型コロナワクチン接種期間中の日曜日・祝日は

デマンドタクシーかさまの臨時運行をします

問 企画政策課(内線 559）

窓口 市役所本所、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課、笠間市商工会、笠間市社会福祉協議会

郵送 笠間市商工会友部事務所 (〒309-1705 笠間市東平 2-3-3）

FAX デマンドタクシーかさま予約センター FAX 0296-77-0099

電話
デマンドタクシーかさま予約センター ℡ 0296-70-9000

笠間市商工会友部事務所 ℡ 0296-77-0532 企画政策課(内線 559）

令和3年 6月 3日 第3 ｰ 5号
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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。



〇6・7月の健康診査・各種がん検診の予約を受け付けます

完全予約制ですので受診には申し込みが必要です。

<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 大腸がん検診 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 大腸がん検診 前立腺がん検診

〇子宮頸がん・乳がん検診(集団検診）

6、7月のマンモグラフィ検査は定員に達していますので、8月以降の日程でお申し込みください。

乳がんの超音波検査や子宮頸がん検査は時間帯によっては空きがありますので、早めにお申し

込みください。

医療機関検診も実施していますのでお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。

申込方法 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。

※インターネット予約は事前に利用者登録が必要です。健診日程ごとに申し込み締め切り日が

ありますのでご確認ください。

〇歯周疾患検診を実施します

40 歳・50 歳・60歳・70 歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実施してい

ます。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。

場所 市内の契約歯科医院(要予約）

対象 笠間市に住所を有する 40 歳・50歳・60歳・70 歳の方

40 歳：昭和 56年 4月 1日から昭和 57 年 3月 31 日までに生まれた方

50 歳：昭和 46年 4月 1日から昭和 47 年 3月 31 日までに生まれた方

60 歳：昭和 36年 4月 1日から昭和 37 年 3月 31 日までに生まれた方

70 歳：昭和 26年 4月 1日から昭和 27 年 3月 31 日までに生まれた方

※受診する時点で通院(治療)中の方は、検診の対象になりません。

自己負担料 900 円 ※検診結果に基づく治療は、別途受診料がかかります。

検診期限 令和 4年 3月 31 日（木）

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして受診してください。※市ホームページをご覧ください。

40歳･50 歳の方：保健センターから送付された受診券(はがき)を持参してください。

60歳･70 歳の方：保健センターへ申し込み後、送付される実施通知書(問診票)を持参してください。

⑧ 保健センターから検診のご案内

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 健診 web https://kenko-link.org/

健診日 受付時間 場所

6 月 29 日（火） 午前 7時 30 分～11時 笠間公民館

健診日 受付時間 場所

6 月 17 日（木）・18日（金） 午後 2時 30 分～3時 笠間ショッピングセンターポレポレルーム

7月 12 日（月）・13日（火）
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

7月 16 日（金）・17日（土） 保健センター

7月 30 日（金）・31日（土） 笠間公民館
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。



〇胃内視鏡検診が始まります

集団検診で実施する「胃部Ｘ線(バリウム法)検査」に加え、7月から「胃内視鏡検査(医療機関

検診)」が始まります。

申請期間 7 月 1 日（木）～令和 4年 1月 31 日（月）

実施期間 7 月１日（木）～令和 4年 2月 28 日（月）

受診券有効期間 発行日より 2ヵ月間

実施医療機関一覧

【訂正】「令和 3年度年間予定表｣の実施医療機関一覧に、｢河村医院｣が掲載されていましたが、

令和 3年度は実施しません。

対象 50 歳以上(2 年に 1回)

・食道、胃(ピロリ菌除菌中の方含む）、十二指腸疾患で治療中の方、経過観察中の方は対象にな

りません。

・のど(咽頭）、呼吸器、心臓、高血圧、肝機能障害で治療中の方、明らかな出血傾向のある方、

アレルギー体質の方は医師にご相談ください。

・上記に該当しない場合でも、医師の判断により検診をお断りする場合があります。詳しくは

直接医療機関にお問い合わせください。

個人負担金 3,800 円

申込方法 医療機関で検診の予約をしてから、保健センターの窓口または電話で受診券の受け取

りの申し込みをしてください。郵送での受け取りもできますが、お手元に届くまでに

約 1週間程度かかります。

その他 ・同年度内に胃内視鏡検診と胃エックス線検診の両方を申し込むことはできません。

・前年度(令和 2年度)に市の胃内視鏡検診を実施された方は今年度は実施できません。

・胃内視鏡検査とともに生検や治療等を行った場合や、内視鏡検査後の精密検査を行っ

た場合は保険診療となり、検診費用とは別に費用がかかります。

・気になる症状があるときは、検診を待たずに医療機関を受診してください。

医療機関検名 住所 電話番号

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051

茨城県立中央病院 笠間市鯉渕 6528 0296-77-1121

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911

ふじえだクリニック 笠間市東平 3-1-40 0296-71-5500

事故や転落による頭部外傷や、脳卒中等の病気で倒れた後に「新しいことが覚えられない」「人

が変わった」「今までと違う」等を感じたら高次脳機能障害かもしれません。

高次脳機能障害は外見からはわかりづらく、周りから見過ごされたり、本人も気づかないこ

とがあります。茨城県高次脳機能障害支援センターでは専任の支援コーディネーターによる相

談を行っています。お気軽にご相談ください。

日時 平日：午前 9時～午後 5時(祝日・年末年始を除く）

場所 茨城県高次脳機能障害支援センター(茨城県立医療大学敷地内：稲敷郡阿見町阿見4669-2）

申込方法 電話でお申し込みください。

⑨ 高次脳機能障害をご存知ですか

申・問 茨城県高次脳機能障害支援センター ℡ 029-887-2605
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



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 6 月 10 日（木）～30 日（水）消印有効

申込方法 窓口で直接または保険年金課宛に郵送でお申し込みください。

持ち物 保険証

申込結果 当選・落選にかかわらず、7月末までに申込結果を郵送します。

注意事項 人間ドック、脳ドックのどちらかをお申し込み。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。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。

⑩ 人間ドック・脳ドックの費用助成の追加募集をします

申・問 保険年金課(内線 144) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

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
胃がん

検診

胃カメラへの

変更

個人

負担額
定員

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 82

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 11

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 11

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 7

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 21

(株)日立製作所

土浦診療健診センタ
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 8

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 30

筑波メディカルセンター つくば市 029-856-3521 バリウム 条件、追加料金あり 24,440円 1

筑波大学附属病院 つくば市 029-853-4205 胃カメラ 48,200円 7
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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。



○脳ドック

・茨城県立中央病院、水戸済生会総合病院は、病院指定の受診日となります(指定はできません）。

・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。

・脳ドックのほかに保健センターの実施する各種がん検診が受診できます。（要予約）

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 30

たかだ脳神経外科内科クリニック 笠間市 0296-71-8808 24,500 円 23

水戸済生会総合病院 水戸市 029-254-9044 35,500 円 32

協和中央病院 筑西市 0296-57-9959 19,000 円 9

筑波メディカルセンター つくば市 029-856-3521 30,000 円 8

委員会は傍聴することができます。

日時 6 月 24 日（木）午後 2時

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)監視活動および意見交換等：施設モニタリング、排ガスの維持管理、浸出水の放流

(2)今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 24 日（木）午前 9時まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により、書面開催となる場合があります。

⑪ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

申・問 環境保全課(内線 127）

現在、市では市内で採取された野生の山菜(こしあぶら)およびきのこ類について出荷制限指

示が要請されているところです。

今回、県内の他市町村で出荷制限区域内から採取された野生の山菜(こしあぶら)がフリーマー

ケットアプリで販売されるという事例が発見されました。

つきましては、今一度、出荷制限指示の出ている野生の山菜類およびきのこ類について販売・

流通することがないよう出荷管理の徹底をお願いします。

出荷制限の対象食品、対象地域、オークションサイト・フリマサイトで野生の山菜類等を販

売する際の注意点は、次の方法でご確認ください。

・【茨城県ホームページ⇒｢野生の山菜類・きのこを出荷する皆様へ」】

・【厚生労働省ホームページ⇒｢オークションサイト・フリマサイトにおける野生の農産物の販

売について」】

⑫ 野生の山菜類およびきのこ類の出荷管理の徹底をお願いします

問 農政課(内線 529)
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受験資格 令和 3年 4月 1日現在で、高等学校または中等教育学校を卒業した日の翌日から起算

して 3年を経過していない方、および令和 4年 3月までに卒業見込みの方

試験内容 高等学校卒業程度

第一次試験日 9 月 5日（日）

申込方法 インターネットでお申し込みください。

申込期間 6 月 21 日（月）～30 日（水）

⑭ 税務職員採用試験を実施します

申 HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

問 関東信越国税局 人事第二課試験係 ℡ 048-600-3290
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県では、「茨城県災害ボランティア活動を支援し、促進するための条例」のもと、災害ボラン

ティア活動を支援する「茨城県災害ボランティア活動支援基金」を設置し、ふるさと納税など

により県民や企業の皆さんから広く寄附を募ることで災害発生時にボランティアの方々が活動

しやすい環境整備を図っています。

当該基金にかかわる寄附へのご協力をお願いします。

1.寄附金の受入方法について

（1）個人からの寄附：クラウドファンディング等の方法で寄附ができます。

①「ふるさとチョイス」による申込み。② いばらき電子申請・届出サービスによる申込み。

③ 寄附金申込書による申込み(郵送・FAX 等）。

（2）団体・企業からの寄附：寄附金申込書による申込み(郵送・FAX 等）。

2.基金の活用例

〇災害ボランティアセンターの運営支援のためのシステム整備等 （例）災害ボランティアの

事前受付システム、災害ボランティアと被災者ニーズとのマッチングのためのシステム

〇災害ボランティアの現地作業に要する用具等の購入 （例）スコップなどの資機材購入経費

〇災害ボランティアの輸送 （例）送迎用バスの借上経費

⑬「茨城県災害ボランティア活動支援基金」にかかわる寄附を

募集しています

問 茨城県保健福祉部福祉指導課 ℡ 029-301-3157

茨城労働局では、多くの新入生がアルバイトを始める 4月 1日から 7月 31 日まで、学生アル

バイトの労働条件を確保するうえで重要な事項の周知・啓発などのキャンペーンを実施してい

ます。

【アルバイトを雇うときの 5つのポイント】

①アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。

②学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう。

③アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。

④アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃

金から控除することもできません。

⑤アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に

違反する減給制裁はできません。

⑮ アルバイトの労働条件を確かめよう

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



ご自身の｢もしものとき｣を考えてみるのは、これからの人生を充実して過ごすためにも大切

なことです。日ごろからどのような備えをしておけばよいのか、一緒に考えてみませんか。エ

ンディングノートも差し上げます。

日時 7 月 8日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 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）

内容 講話：「人生会議の準備をしよう」 講師：地域包括支援センター 社会福祉士

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。

⑱ 健康座談会(メディカルカフェ）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

産後の身体を、シェイプアップしましょう。この機会に自分磨きしませんか。

講師 子安 美穂さん
こ や す み ほ

対象 市内在住の生後 6か月～2歳児の未就園児のお子さんとその母親(託児付き）

※妊婦さんは参加できません。

定員 各回 8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。

申込期間 7 月１日（木）～10日（土）

⑲ ママ・リフレッシュ ｢シェイプアップ ヨガ｣

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

日時 場所

7 月 13 日（火）
午前 10 時 30 分

～11時 30 分

笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

7月 15 日（木） 笠間市児童館 (笠間市南友部 1966-140）

7月 20 日（火） 岩間公民館(市民センターいわま 3階：笠間市下郷 5140）

令和3年 6月 3日 第 3 ｰ 5号
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6 月 20日で開館40周年を迎える笠間市立歴史民俗資料館は、遺跡からの出土遺物、産業・教

育・交通・生活の変遷がわかる資料などを展示している、市内では唯一の国登録有形文化財です。

この機会にご来館いただき、郷土の歴史や文化に目を向けてみませんか。

開館日時 火・木曜日：午後 0時 30 分～4時 30 分 土・日曜日：午前 9時～午後 4時 30 分

※毎月末日、祝日、年末年始は休館

場所 笠間市立歴史民俗資料館(笠間市平町 29）

入館料 無料

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、体調がすぐれない方のご来館はお控えください。

また、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ください。

⑰ 歴史民俗資料館が開館 40 周年を迎えます 問 生涯学習課(内線 382）

新型コロナウィルス感染症等により、令和 3年度 B&G スポーツ水泳大会の茨城大会(7 月)およ

び全国大会(8月)は中止になりました。

⑯ B&G スポーツ水泳大会は中止になりました 問 スポーツ振興課(内線 392）

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。



〇「第一火曜日の会」人生 100 年時代の終活とは

終活に興味を持ってお話を聞いてみませんか。

〇点字ボランティア養成講座

点字を学び自分の世界を広げてみませんか。ベテランの講師が基礎から優しく教えてくれます。

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

対象 市内在住の方

定員 各 20 名(応募者多数の場合は抽選）

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 7 月 1 日（木）

※新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。

㉑ 笠間市社会福祉協議会からのご案内

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

日時 7 月 6 日（火） 午前 10 時～正午

講師 水戸証券株式会社 ウェルスマネジメント

参加費 無料

日時 7 月 14 日～令和 4年 1月 12 日の第 2・4水曜日(全 12 回) 午前 10時～正午

講師 点字ボランティア 三六の会代表 太田 寛子さん
み ろ く お お た ひ ろ こ

参加費 300 円(テキスト代の一部）

保育所の子どもたちや保育士といっしょに七夕かざりを作ってみませんか。

対象 市内在住の在宅で子育てしている保護者と 1歳～5歳のお子さん

定員 5 組(先着順)

参加費 無料

申込方法 電話でお申し込みください。（受付：月～金曜日の午前 9時～午後 4時）

申込期限 6 月 18 日（金）

⑳ 親と子の体験教室～七夕かざりを作ろう～

申・問 くるす保育所 ℡ 0296-72-0563 ともべ保育所 ℡ 0296-77-6105

くるす保育所 ともべ保育所

日時 6 月 23 日（水）午前 10 時～11時 6 月 24 日（木）午前 10時～11時

場所 くるす保育所(笠間市来栖 73-1) ともべ保育所(笠間市平町 1759-1)

看護職に健康に関する悩みを無料で相談できます。病院に行くほどでもない、誰かに話を聞い

てもらいたいなどご家族の方からの相談もお受けします。面談を希望する方は事前予約が必要で

す。お気軽にお問い合わせください。

日時 毎週水・木曜日(祝日・8月 13 日～15 日・年末年始は除く）

午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

㉒ まちの保健室

申・問 (公社)茨城県看護協会 ℡ 090-2236-7374
なやみなし
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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



恒例のふれあい寄席を開催します。皆さんお誘い合わせのうえご参加ください。

入場料 1,500 円

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。当日までお申し込みできます。

㉔ ふれあい寄席

申・問 地域交流センターともべ「トモア」 ℡ 0296-71-6637

地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

地域交流センターともべ「トモア」 地域交流センターいわま「あたご」

日時
7 月 3 日（土）

開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

7月 4日（日）

開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

場所 笠間市友部駅前 1-10 笠間市下郷 4438-7

出演
林家 扇兵衛さん、柳亭 市寿さん、
はやしや せん べ え りゅうてい いちじゅ

立川 志のぽんさん、万葉亭 小太郎さん
たてかわ し まんようてい こ た ろ う

林家 扇兵衛さん、柳亭 市寿さん、

桂 竹紋さん、万葉亭 小太郎さん
かつら たけもん

定員 70 名 30 名

リンパの流れと血流を促し、むくみと冷えを改善して免疫力を上げましょう。

日時 7 月 6日・13日・20 日・27日の火曜日 午前 10時 30 分～11 時 30 分

場所 岩間公民館(市民センターいわま 3階：笠間市下郷 5140）

対象 市内在住の方

定員 15 名

参加費 無料

持ち物 ヨガマット、飲み物

申込方法 電話でお申し込みください。開催日当日まで受け付けします。体験の予約は 1日限り

でお願いします。

㉕ アンチエイジングメソッド体験教室

申・問 アンチエイジングメソッド 内藤 ℡ 090-6106-7005

令和3年6月 3日 第 3 ｰ 5号

ビオトープ天神の里では、様々な植物や昆虫などを観察することができます。

施設内を散策して、国蝶のオオムラサキやカブトムシなどを観察してみませんか。飲み物、

汗拭きタオルをお持ちのうえご参加ください。

日時 7 月 3日（土） ※荒天中止 集合：午前 10時 観察：午前 10 時 20 分～正午

場所 ビオトープ天神の里(北山公園付近）

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 電話またはいばらき電子申請・届出サービスから(右上の QR コードからアクセスで

きます)お申し込みください。

申込期限 6 月 22 日（火）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になることがあります。

※ビオトープ天神の里を作る会では自然保護活動などを行っています。活動にご興味のある方

はお問い合わせください。

※電子申請・届出サービスで申し込みされた方には、申込時のメールアドレスに応募結果等を

通知します。

㉓ 天神の里「昆虫観察会」

申 環境保全課(内線 125)

問 NPO 法人ビオトープ天神の里を作る会 橋本 ℡ 090-2214-5589
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広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。
http://www.city.kasama.lg.jp/



「広報かさま お知らせ版」は月 2 回の発行に変更しました。

【回覧】 次号は 6 月 17 日発行 第 3 - 6 号

〇笠間ふれあい大学 ｢人生100年の時代｣の生き方や輝き方を楽しく学ぶ場です。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。開催日の前日までにお申し込みください。

※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。

〇ハワイアンショー 7 月 5 日（月）までにお申し込みください。

※まちづくり市民活動助成事業補助金を受けて活動しています。

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1）
定員 各 20 名(先着順）
申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。

㉗ グラウンドワーク笠間からのご案内

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

日時 内容 参加費

6月30日(水)

午前10時

～正午

二胡とピアノ演奏の集い
出演:1部 二胡の調べで中国の文化・生活を学ぶ

ナットワークグループ 伊藤 茂夫さん他
い と う し げ お

2 部 二胡とピアノ演奏会

二胡 柴沼 淳さん 、ピアノ 槙野 仁美さん
しばぬま じゅん ま き の ひ と み

各回 1,000 円

(コーヒーと

お菓子付き）
7月3日(土)

知らないと危ない著作権を学ぼう

講師:チャレンジブルー代表 高安 正明さん
たかやす まさあき

7月17日(土)
｢人生100年の時代｣好奇心に溢れるセカンドライフの生き方

講師:小暮 虎雄さん（柏と笠間の二居住を楽しむ）
こ ぐ れ と ら お

日時 内容 参加費

7 月 11 日(日)

午後 2時～4時

スチールギターの演奏と歌とフラダンスの

｢ハワイアンショー｣です

出演：宝珠戸 弘とレイ・オブ・スターズ
ほうしゅ ど ひろし

3,000 円

(ソフトドリンク・おつまみ付き）
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いこいの家はなさかの 6月の変わり湯はミント湯です。梅雨でジメジメする季節はミント湯

に入ってサッパリとしませんか。6月 20 日は父の日にちなみ、先着 100 名におつまみ(おやつ）

をプレゼントします。※変わり湯の内容は変更になる場合があります。

開催日 6 月 20 日（日）

場所 いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586-4）

入館料 中学生以上：510 円 小学生以下：300 円

㉖ いこいの家はなさかからのお知らせ

問 いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110

お詫びと訂正

令和 3年 6月 3日（木）発行の広報かさま 6月号の記事内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。

〇空き家に関する講演会（11 ページ：情報しっとく日和）

【誤】日時 6 月 27 日（日）午後１時 30 分～4時 受付：午後 1時 講師 須藤 直美さん
す ど う な お み

【正】日時 6 月 27 日（日）午後１時 30 分～3時 受付：午後 1時 講師 須藤 直美さん
す と う な お み

問 企業誘致・移住推進課(内線 593)


