
情報しっとく日和
日時　　　場所　　　料金　　　申し込み　　　問い合わせ問

知って得する暮らしの情報を紹介します。

気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

総健美館  友部店心と体をメンテナンス

あなたと家族の健康、大丈夫！？
悩んでいたら、一度来てみて下さいね。

広報かさま
特別クーポン

大切なあなたの為に完全予約制です

7/31まで

スタッフ一同、親切丁寧に指導致します！

カイロプラクティックサロン

カイロ治療、美容エステコ－ス

通常料金→

☎0296-78-3418
営業日（水、木、土）　13:00～21:00
笠間市鯉淵6527-15 メゾンベ－ル601

半額！

11 しっとく日和

７月24日（土）～８月29日（日）
　　休館日：月曜日　＊ただし、８月９日（月）は開館、
　　　　　　　　　　　翌10日（火）休館
　　午前９時30分～午後５時まで
　　（入場は午後４時30分まで）

一般1,100円（1,000円）、満70歳以上550円（500円）、
　  高大生870円（730円）、小中生490円（370円）

※（　　）内は20名以上の団体料金
※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等を持参

の方は無料　
★WEB予約をおすすめします。
オンラインで「日時指定WEB整理券」（無料）を取
得された方が優先入場となります。

茨城県近代美術館　☎029-243-5111

７月の納税等
納期限：８月２日（月）

●固定資産税（２期）
●国民健康保険税（１期）
●後期高齢者医療保険料（１期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税を
お願いします。

※納税は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

茨城県近代美術館からのお知らせ
企画展「いわさきちひろ展」

茨城県立歴史館からのお知らせ　企画展２（アーカイブズ展）

絵図・地図・アーカイブ図
ー描かれた茨城の都市と村ー

子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

　空間を図的に表現する絵図や地図は、都市や村の歩みを
たどるのに大変適した資料です。
　本展示では、色鮮やかに描かれた近世絵図から機能別に
作製された近代までの古地図を紹介し、茨城の都市や村の
歩みを測量技術の歴史とともに振り返ります。

７月15日（木）～９月５日（日）
　  休館日：月曜日
　  午前９時30分～午後５時（入館は午後４時30分まで）

一般350円（290円）、満70歳以上170円（140円）、
　  大学生180円（140円）、高校生以下無料
　※（　　）内は20名以上の団体料金
　※７月29日（木）は、満70歳以上の方無料

茨城県立歴史館　☎029-225-4425

「赤い帽子の男の子」
1971年　ちひろ美術館所蔵

常州茨城郡
成沢村一郷絵図　

（当館寄託）　　　



12しっとく日和

市ホームページ

「第20回全国こども陶芸展inかさま」を
開催します

民有地の樹木等の適正管理について

障がい者（児）に対する各種手当

日常生活用具の給付種目の追加・
対象者の拡大について

　個性豊かな力作がそろいました。今回の陶芸展は20回
記念展のため、全応募作品を展示し、最優秀作品には「内
閣総理大臣賞」が贈られます。こどもたちの創造力豊かな
作品をぜひご覧ください。

７月23日（金・祝）～８月31日（火）　
　  午前９時30分～午後５時（最終入館は午後４時30分）
　  ※７月23日（金・祝）は午前11時開幕
　  ※休館日：７月26日、８月２日・10日・23日・30日
問 茨城県陶芸美術館　第２展示室・県民ギャラリー
　  第２展示室・県民ギャラリーは入場無料

生涯学習課（内線382）

　道路沿線の民有地から、樹木の枝や生垣などが道路上に
張り出し、通行の支障となっている箇所があります。民有
地の樹木等の管理は、その土地の所有者となり、適正に管
理する責任があります（民法717条）。
■実際の事例

１．道路上に張り出した木に、レッカー車が衝突した事
故が発生。木の所有者の過失が三分の二と認定され
損害賠償責任を負った。〔S55.12.16 広島地裁判決〕

２．自転車で道路上に張り出した生垣の枝を避けようと
して転倒し、自動車にひかれた事故が発生。生垣の
所有者が損害賠償責任を負った。〔H19.5.9 大阪地
裁判決〕

管理課（内線580）

　障害者手帳をお持ちの方とその家族に対して、地域で自
立して生活をするために、手帳の種類や等級等に応じて、
手当が支給される場合があります。手帳を所持していなく
ても該当する場合もありますので、現在、手当を受給され
ていない方で、該当すると思われる方はご相談ください。
※受給されている方は年に１度、所得確認の届出が必要で

す。詳しくは対象者に送付する通知をご確認ください。
社会福祉課（内線155）

　  笠間支所福祉課（内線72132）
　  岩間支所福祉課（内線73173）

　６月１日から日常生活用具の給付種目と対象者が次のと
おり変更となりました。

〈給付種目の追加〉
盲人用血圧計（音声式）・眼鏡装着型文書読上げ装置・
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ・体温計（振
動式）・吸引吸入両用器・発動発電機・人工内耳用電池・
補聴器用電池

〈対象者の拡大〉
・ネブライザー：音声・言語機能障害３級（喉頭摘出者

に限る。）の方が追加
・電気式たん吸引器：音声・言語機能障害３級（喉頭摘

出者に限る。）の方が追加
　性能や基準額など、詳しくは市のホームページをご確認
ください。

社会福祉課（内線151）
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13 しっとく日和

情報公開・個人情報保護制度の
運用状況について

　情報公開・個人情報保護制度は、個人の知る権利を尊重
し個人の権利利益の保護を図るために、市の保有する情報
の公開を請求する権利、個人情報の開示等を請求する権利
を明らかにするものです。
●運用状況（令和２年４月１日～令和３年３月31日）

・情報公開条例に基づく公文書の公開の請求に対する公
開及び部分公開　32件

・条例に基づく審議会等の会議の公開　43件
　なお、市長交際費・議長交際費を市のホームページで

公開しています。
・個人情報保護条例に基づく開示の請求に対する開示　

41件
・訂正・削除・利用中止請求　０件
総務課（内線208）

くらしの相談

特設無料人権相談

８月18日（水）　午前10時～午後３時
問 笠間市役所　笠間支所

水戸地方法務局（029-227-9919）

行政相談

８月25日（水）　午後２時～４時
問 友部公民館

秘書課（内線225）

行政書士無料相談会

８月18日（水）　午後１時～４時
問 笠間市役所本所

秘書課（内線225）

第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

８月８日（日）

　　午前９時～午後３時

問 地域交流センターいわま「あたご」 

根本（090-3009-7883）

可燃ごみに金属類を入れないでください
　ごみ処理施設で焼却した灰の中に、ハンガーやパイプ、
スプレー缶などの金属製品が多く見受けられます。
　可燃ごみに混入した金属類は焼却できずに燃え残り、ご
み処理設備の故障等の原因につながります。また、スプレー
缶の混入は、運搬時に発火や破裂の恐れもあり大変危険で
す。
　ごみの適正な分別・排出にご協力ください。

笠間市環境センターから発見された金属類環境保全課（内線127）問

友部駅前フリーマーケット
第４日曜日

８月22日（日） 　午前９時～午後１時

問 地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

佐藤（090-3245-0880）



現地調査・お見積り無料　お気軽にご相談下さい。

㈲中嶋塗装工業
石岡市半ノ木１４１５９-5
TEL 0299-57-1641 中嶋塗装 検索

住まいの 塗り替え
　　　　承ります。畳表替え

襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）

……4,290円～
……3,080円～
…1,958円　
…2,310円　

◎オーダーカーテンもやってます

襖張り替え襖張り替え８月末まで８月末まで

10%OFF10%OFF

（
税
込
）

暑い時期になりましたね。
襖を張り替えて

リフレッシュしてみては！！

14しっとく日和

生涯学習課（内線385）申問

友部図書館　TEL.0296-78-1200申問

令和３年度成人式実行委員を募集します令和３年度成人式実行委員を募集します

友部図書館
「第21回子ども読書フェスティバル」の作品を募集します

友部図書館
「第21回子ども読書フェスティバル」の作品を募集します

　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 者　　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人程度
　　申込方法　　生涯学習課窓口で直接または電話、市ホームページの申込フォーム、
　　　　　　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）※応募状況により延長する場合があります。

①部　　門　【読書感想画の部】自分で読んだ本の感想画を描いてください。中身と同じイラスト・マンガ等は対象外。
　　　　　　　　　　　　　　　画材は自由。用紙サイズ４つ切（38㎝×54㎝）。
　　　　　　【手作り絵本の部】用紙サイズ・枚数・画材は自由。製本は簡単なもので構いません。
②応募資格　未就学児の部、小学生１年～３年の部、小学生４年～６年の部、中学・高校生の部
③募集期間　７月16日（金）～９月４日（土）
④応募方法　応募用紙に必要事項を記入し、作品と一緒に友部図書館カウンターへ提出してください。

〈フェスティバルについて〉各部門の応募作品の展示を行います。
　・日　時　９月28日（火）～10月10日（日）
　・場　所　友部図書館ギャラリー　
　・その他　応募者全員に参加賞があります。

いばらき電子申請・
届出サービス
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創業96年 トータルリフォーム

畳表替え ￥4,000～
嶋 田 畳 店

嶋　田　和　也

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

全国畳産業振興会認定 
畳ドクター

〒309-1724　
茨城県笠間市大古山72 TEL 0296-77-3091

畳制作一級畳技能士
職 業 訓 練 指 導 員
品 質 管 理 責 任 者 ☎０８０ー１９８１ー７０００

笠間市鯉淵6267-86 

受付時間　９：００～１８：００　月曜日～土曜日【日曜日定休】

株式会社 三井セキュリティ

植木屋　三井

チャドクガ退治ケムシ退治 庭木の消毒

草刈り　　剪定　　伐採

15 しっとく日和

エコフロンティアかさま監視委員会 実施日：５月27日

【搬入車両対策】　

　市内４か所で搬入車両の監視を行い、各班
から結果報告を受けた。

・第１班　「エコフロンティアかさま」入口　
　第４班　「施設内」

　→搬入業者に義務付けているステッカー
標示のない車両を３台確認した。

・第２班　「才木交差点」角（問題なし）
・第３班　「芸術の森公園入口」交差点
　　　　　（問題なし）

【事業団による対応結果】

　報告のあったステッカー未標示車両
等３台のうち、１台は一般廃棄物収集
運搬許可車両のため問題なし。産業廃
棄物運搬車両２台については、ステッ
カー標示を徹底するよう、事業者に対
し厳しく指導し、改善を促した。

※今回の監視において、市内通過禁止
区域を通行し、エコフロンティアかさ
まに搬入した車両はありませんでした。

●問　環境保全課（内線126）

国民年金保険料には免除・納付猶予制度があります

令和３年度の受付は、７月１日から開始します。

　経済的な理由により保険料を納めることができない場合は、本人の申請により保険料が「免除」または「納付猶予」
される制度があります。

◎上記のほか、「学生納付特例制度」、「法定免除」、「産前産後免除」があります。
◎保険料が未納であると、障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。
◎そのほか、詳細はお問い合わせください。

①全額免除・一部免除制度
　「本人」・「世帯主」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料が全額免除また
は一部免除（１／４免除・半額免除・３／４免除）になります。

②納付猶予制度
　50歳未満の方で「本人」・「配偶者」の前年所得が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予
されます。

【申請に必要なもの】

　年金手帳、本人確認ができるもの、委任状（本人または世帯主以外が申請する場合）
※失業等により免除を希望される場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の
写しもご用意ください。

保険年金課（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73181）問

監視の様子
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