
■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情報

③新型コロナワクチン接種〈集団接種〉情報

④海外留学を予定している高校生･大学生等へ

の新型コロナウイルスワクチンの接種を

行っています

⑤学生のみなさんに笠間の農産物をお届けします

⑥笠間まちなかスタンプラリーにご参加ください

⑦後期高齢者医療保険料の期限内納付を

お願いします

⑧国民健康保険の限度額適用認定証等は

更新手続きが必要です

⑨自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

⑩マイナンバーカード出張申請を受け付けします

⑪7月・8月集団健診の予約を受け付けています

⑫保健センター精神保健事業のご案内です

⑬公共下水道管布設工事に伴い交通規制を行います

⑭ナラ枯れ被害に関する情報提供をお願いします

⑮水田航空防除(無人ヘリ)を実施します

⑯梨苗の購入費を助成します

⑰自衛官を募集します

⑱茨城県警察官を募集します

⑲学校跡地利活用事業の説明会を実施します

⑳エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

㉑｢道の駅かさま｣への移転に伴いJA常陸直売所

が閉店となります

㉒笠間市更生保護女性会に参加しませんか

㉓計画的に休暇を取ってリフレッシュしましょう

■教養・文化・交流 他

㉔視覚障害当事者相談｢ふれあいサロン」

㉕親子すこやか宿泊研修事業

㉖笠間市ヘルスリーダー養成講習会

㉗ごみを考える会からのご案内

㉘天神の里｢釣り大会」

㉙夏休み笠間アートこども月間

笠間市アート三館めぐり

㉚木工モザイクパズル～テトラミノで遊ぼう～

㉛読書感想画教室

㉜韓国文化体験イベント｢メドゥプ～韓国伝統

結びのマスクストラップを作ろう～｣

㉝地域交流センターともべ イベントのご案内

㉞かさま歴史交流館 井筒屋イベントのご案内

㉟第24回茨城県立中央病院公開講座

㊱茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ

からのお知らせ

㊲ミニ有機農家になりませんか・連続講座

㊳いばらき営農塾 野菜入門 Bコース

㊴かさま志民オンライン講座

㊵第7回 読み語りの会｢ゆるり｣お話し会

㊶ドキュメンタリー映画

｢サマショール(自主帰還者)｣上映

㊷新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等の

中止のお知らせ
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＜市内累計陽性者数 180名( 6月29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 20 ページ(A3…5 枚)



新型コロナワクチンの接種スケジュール等についてお知らせします。予約の混乱を避けるた

め、64歳以下の方のクーポン券は、年代を区切って段階的に送付する予定です。送付時期や予約

開始時期は決まりしだい市ホームページ、かさめ～る、LINE 等でお知らせしますので、この機会

にぜひかさめ～る、LINE への登録をお願いします。

下記のスケジュールは 6月 29 日現在の予定であり、ワクチンの供給状況により変更となる場合

がありますのでご理解ください。

〇今後のスケジュール

※③以降は状況により、予約開始が早まる場合があります。その場合はそれぞれの年代において

基礎疾患を有する方を優先して受け付けます。

※勤務先等の接種や、かかりつけ医で個別接種を受けるためにクーポン券が必要な方は、笠間市

予約・相談センターにお電話ください。事前にクーポン券を送付します。

② 新型コロナワクチン接種情報

問 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

年齢区分

(年齢は令和 4年 4月 1日現在)

クーポン券

送付時期

集団接種

予約開始時期
接種開始時期

① 65歳以上の方 3月 30 日（火） 予約受付中 接種実施中

② 60～64 歳 6月 25 日（金） 7月 12 日（月） 7月末～

③ 50～59 歳 7月 6日（火） 8月 2日（月） 8月中旬

④ 40～49 歳 7月下旬 8月中旬 9月上旬

⑤ 12～39 歳(平成 21年 9月生まれまで) 8月上旬 9月上旬 9月下旬

⑥ 12 歳到達者(平成21年10月生まれ以降) 検討中
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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。

60～64 歳の方の新型コロナワクチン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

電話回線が大変混み合うため、インターネットでの予約をおすすめします。

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。

※65歳以上の方の予約も引き続き受け付けています。

60～64 歳の方の予約開始日

予約可能枠

接種会場

③ 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

7 月 12 日（月）午前 9時 30 分から

【第 4回予約枠 7月 25 日（日）～8月 14 日（土）接種分】

【第 3回予約枠 7月 4日（日）～7月 24 日（土）接種分】も空き状況に応じて予約可能

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)



予約方法

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。

予約は 2回分まとめて行います。

集団接種の注意事項

・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。

～皆さんへの大切なお願い～

・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。

・三密回避のため、予約時間前には入場できません。必ず予約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混み合います。分散入場にご協力をお願いします。

・広報かさま 7月号 9ページの接種時の注意事項をご確認のうえ、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、皆さんのご理解ご協力をお願いします。

電話予約

笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567（有料）
※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

※予約は 2回分まとめて行います。

予約システムから 1回目を予約し、続けて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。2回目の予約をお忘れなく！

※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（7月 12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。

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）

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7月 1日 第 3 ｰ 7号
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【第 3回予約枠】接種日カレンダー〈7月 4日～7月 24 日分〉

※こちらのカレンダーは 6月 28 日現在の内容のため、7月 12 日予約開始日には予約が終了してい

る場合がありますのでご了承ください。

【第 3回予約枠】6月 28 日現在の空き状況 約 2,000 人分

【第 4回予約枠】接種日カレンダー〈7月 25 日～8月 14 日分〉

友部 笠間 岩間 友部 笠間 岩間

午前 ● 午前 ●

午後 ● 午後 ● ●

午前 午前

午後 ● 午後 ●

午前 午前

午後 ● 午後 ● ●

午前 ● 午前 ●

午後 ● ● 午後 ●

午前 ● 午前

午後 ● 午後 ●

午前 午前

午後 ● 午後 ●

午前 午前 ● ●

午後 ● 午後 ● ●

午前 ● 午前 ● ●

午後 ● ● 午後 ● ●

午前 午前

午後 ● 午後 ●

午前 午前

午後 ● 午後 ●

午前 ● ●

午後 ● ●

7/25（日） 8/5（木）

7/26（月） 8/6（金）

7/27（火） 8/7（土）

7/28（水） 8/8（日）

7/29（木） 8/9（月）

7/30（金） 8/10（火）

7/31（土） 8/11（水）

8/1（日） 8/12（木）

8/2（月） 8/13（金）

8/3（火） 8/14（土）

8/4（水） 【第 4回予約枠】6月 28 日現在予定

期間計 約 2,800 人予定

※1回目の接種予約が可能な人数です

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

友部 笠間 岩間 友部 笠間 岩間

午前

午後 ●

午前 ● 午前

午後 ● 午後 ●

午前 ● 午前 ● ●

午後 ● 午後 ● ●

午前 午前 ● ●

午後 ● 午後 ● ●

午前 午前

午後 ● 午後 ●

午前 ● ● 午前

午後 ● ● 午後 ● ●

7/4～7/13分は予約受付終了 7/19（月）

7/14（水） 7/20（火）

7/15（木） 7/21（水）

7/16（金） 7/22（木）

7/17（土） 7/23（金）

7/18（日） 7/24（土）



新型コロナウイルス感染症が長期化する中、学生生活だけでなく就職など将来に対する不安を感

じている学生を支援するため笠間市産農産物と企業紹介等を箱詰めした「KASAMA BOX」をお届けし

ます。

対象 本人または親等が市内に住所を有し、かつ学校教育法に定められた大学、短期大学、大学

院および専門学校、もしくは前述と同等とみなすことができる学校(学業に専念するための

ものに限る)に在学中である平成 15 年 4月 1 日以前に生まれた学生の方。学生 1人につき

1回限り。

申込方法 電子申請：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。

書類申請：窓口で直接または郵送、FAX でお申し込みください。

申込期限 7 月 30 日（金）

⑤ 学生のみなさんに笠間の農産物をお届けします

申・問 農政課(内線 528)

FAX 0296-77-1146 (〒309-1792 笠間市中央 3-2-1）

今夏から今秋にかけて海外留学を予定している市内在住の高校生および大学生等を対象とし

て、新型コロナワクチンの接種を無料で行っています。

対象者 次の条件を全て満たす方で接種を希望する方

1.今夏から今秋にかけて海外留学への出発を予定している方

2.現在、笠間市に住民票を有しかつ市内に居住している方

3.満 16 歳以上の方

接種会場 笠間市立病院(笠間市南友部 1966-1）

使用するワクチン ファイザー社製ワクチン

申込方法 氏名･住所･生年月日･性別･留学先(国・学校名)･日中に連絡が取れる電話番号(電話番

号が保護者の場合は保護者氏名）･メールアドレスを記載のうえ海外留学を証明する

書類の写しを添付してメール、またはいばらき電子申請・届出サービスからお申し

込みください。※電話での受付は行っていません。

④ 海外留学を予定している高校生･大学生等への

新型コロナワクチンの接種を行っています
申・問 学務課(内線 372） メール gakumu@city.kasama.lg.jp

スタンプラリー対象の 6施設のスタンプを集めて、応募すると抽選で景品が当たります。ぜ

ひ、ご参加ください。

実施期間 7 月 21 日(水)～9月 30 日（木）

対象施設 茨城県陶芸美術館、笠間日動美術館、春風萬里荘、筑波海軍航空隊記念館、笠間市立

歴史民俗資料館、かさま歴史交流館井筒屋、石の百年館、笠間稲荷神社、愛宕神社

景品 全国共通食事券ジェフグルメカード：20名、笠間焼：30 名、加工品：100 名、絵馬(笠間

稲荷神社提供）：20名、お守り(愛宕神社提供）：20名、オリジナルレターセット(笠間日

動美術館提供）：40名

応募方法 対象施設のうち 6か所の施設を巡りスタンプを集めて応募用紙を所定の応募箱に提出、

または郵送してください。応募用紙は対象施設に設置または市ホームページからダウ

ンロードできます。

応募期限 10 月 4 日（月)※当日消印有効

⑥ 笠間まちなかスタンプラリーにご参加ください

問 生涯学習課(内線 381）

令和3年 7月 1日 第 3 ｰ 7号
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国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。



後期高齢者医療保険に加入されている方に、後期高齢者医療保険料の納入通知書を 7月 12 日

（月）に発送します。第 1期の納期限は 8月 2日（月）です。なお、年金天引きの方の保険料額

決定通知書は 7月 30 日（金）に発送します。

【口座振替を利用されている方】

振替日(納期限日)の前日までに、指定口座の預貯金残高を確認してください。

【納付書を利用する方】

納付書裏面の納付場所で納付してください。なお、納入通知書には第 2期から第 8期の納付書

も同封されていますので、納め忘れにご注意ください。

※口座振替の登録をお願いします。

登録は市内金融機関または郵便局の窓口に、預貯金通帳、通帳の届出印、納入通知書を持参の

うえ、お申し込みください。

【令和 2・3年度の後期高齢者医療保険料率について】

※保険料率は茨城県内均一で 2年ごとに見直されます。

⑦ 後期高齢者医療保険料の期限内納付をお願いします

問 保険年金課(内線 142) 笠間支所市民窓口課(内線 72123) 岩間支所市民窓口課(内線 73181)

保険料
均等割額 46,000 円

所得割率 8.50％

保険料の賦課限度額(上限額) 640,000 円

法務局(本局・支局)では｢自筆証書遺言書保管制度｣が始まり、多くの方から遺言書の保管申

請がされています。本制度を利用して、自筆で書いた遺言書を法務局に保管していただくこと

により、大切な遺言書の紛失や改ざん等を防止することができます。

詳しい手続きは、水戸地方法務局ホームページをご覧ください。

⑨ 自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

問 水戸地方法務局供託課 ℡ 029-227-9917 HP http://houmukyoku.moj.go.jp/mito/

市の｢国民健康保険限度額適用認定証｣および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認

定証｣の有効期限は、7月31日までです。引き続き認定証が必要な方は、更新手続きをお願いし

ます。

また、認定証の新規発行は随時行っています。保険診療に係る自己負担の軽減になりますの

で、医療機関で高額な自己負担が見込まれる際には申請を行ってください。

※国民健康保険税の未納がある方、令和 2年中の所得の申告をしていない方は認定証の発行が

できないことがあります。

必要なもの 国民健康保険証、本人確認ができるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

⑧ 国民健康保険の限度額適用認定証等は更新手続きが必要です

申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 140）
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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）



市では、事業所や地域団体等に職員が出向き、マイナンバーカードの交付申請を一括して受

け付ける出張申請受付を実施しています。後日、カードを本人限定郵便で自宅に送付しますの

で、市役所に来庁することなく受け取ることができます。

対象団体 市内に事業所等を置く企業、地域団体等であり申請希望者が 5名以上いること

申込みができる方

①笠間市内に住民登録をしている方

②申請者本人が会場に来ることができる方(15 歳未満の方が申請するときは、法定代理人(親等)

が同行してください。）

③初めてマイナンバーカードを申請する方

④2ヶ月以内に転出する予定がなく、マイナンバー通知カードを使用する予定がない方

手続きの流れ

①会場で必要書類を記入し、本人確認書類（原本）を提示する

②写真を撮影する ※申請時間の目安は一人あたり 10 分程度です。

③申請から約 2か月後、自宅に郵便局から配達指定通知が届いたら郵便局に連絡しマイナンバー

カードを受け取る

必要書類(申請時に必要なもの①～③すべて）

①本人確認書類 ②マイナンバー通知カードまたは個人番号通知書

③住民基本台帳カード(持っている方のみ）

本人確認書類(①～④いずれか)

①A書類から2点 ②A書類から1点+ B書類から1点

③A書類から1点+C書類から1点 ④B書類から2点+C書類から1点

・15歳未満の方が申請する場合、法定代理人(親等)の本人確認が必要です。(A書類 1点または

B書類 2点）

・本人確認書類が不足している場合は、写真を撮影し申請のみを行うことも可能です。

その場合、カード受け取りのために市役所窓口へ来庁いただくこととなります。

申込方法 出張申請を希望する日の 10 日前までに電話でお申し込みください。

事業所・地域団体様へ

①実施時間は、平日午前 9時～午後 5時です。

②申請者一覧(氏名・住所・生年月日記載)を実施日の 3日前までにご提出ください。申請者一覧

の様式は申し込み完了後、メール等で送付します。

③実施日当日は、受付や写真撮影をする部屋、机、いす、電源をご用意ください

⑩ マイナンバーカード出張申請を受け付けします

問 市民課(内線 147) 笠間支所市民窓口課(内線 72122) 岩間支所市民窓口課(内線 73186）

A書類(顔写真入りの公的な身分証明書)

運転免許証、パスポート、運転経歴証明書、障害者手帳、在留カード等

B書類(公的機関等が発行したもので、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載）

健康保険証、年金手帳、医療受給者証、母子手帳、社員証、学生証等

C書類 マイナンバー通知カード、個人番号通知書

令和3年 7月 1日 第3 ｰ 7号
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後期高齢者医療保険料は、口座振替にすると便利です。



次の日程で特定健診・高齢者健診等の予約を受け付けています。完全予約制で受け入れ人数を制限

しながら実施しています。日程により、空き状況が異なりますので、ご希望の日程・検診項目があり

ましたら、お早めにお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。9月以降の日程は、年間

予定表を確認いただくか、保健センターまでお問い合わせください。

◎婦人科検診(乳がん・子宮頸がん検診)は別日程です。

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。8月 16 日以降の健診はインターネット

からも予約できます(インターネット申込締切日の設定あり）。

⑪ 7月・8月集団健診の予約を受け付けています
申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 (笠間市南友部 1966-1）

パソコンから https://kenko-link.org/

日時 場所

７月 12 日(月） 午後 3時～3時 15 分 地域福祉センターいわま

（笠間市下郷 4438-7）７月 13 日(火） 午後 2時～3時 15 分

７月 16 日(金） 午後 3時～3時 15 分 保健センター

(笠間市南友部 1966-1)７月 17 日(土）
午前 11時～11 時 15 分 午後 1時 30 分～3時 15 分

７月 30 日(金）
笠間公民館

（笠間市石井 2068-1）
７月 31 日(土） 午前 10時～11 時 15 分 午後 1時 30 分～3時 15 分

8月 6 日(金）
午前9時30分～11時15分 午後1時30分～3時15分

8月 16 日(月） 地域福祉センターいわま

8月 20 日(金） 午前 10時～11 時 15 分 午後 1時 30 分～3時 15 分
保健センター

8月 23 日(月）
午前9時30分～11時15分 午後1時30分～3時15分

8月 24 日(火） 笠間公民館

〇こころの相談室 7～9月分

心の悩みやひきこもりの問題など、本人や家族の方の相談を精神保健福祉士との個別面談でお

受けします。事前予約制で相談内容については秘密を厳守しますのでお気軽にご相談ください。

〇こころのデイサービス 友(ＴＯＭＯ）

心の病を持つ方を対象にグループ活動を実施しています。参加には、医師の意見書が必要です

ので事前にご相談ください。

日時 水曜日または木曜日(月 2回) 午前 10 時～午後 2時

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方

内容 作業療法士や保健師との創作活動(手芸、工作等）、調理実習、レクリエーション、個別相談

※｢令和 3年度保健センター年間予定表｣ P15 をご覧ください。

⑫ 保健センター精神保健事業のご案内です
申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

日時 場所

7 月 20 日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 笠間支所(笠間市笠間 1532）

8月 19 日（木） 午後 2時～4時 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

9月 13 日（月） 午後 1時 30 分～3時 30 分 地域福祉センターいわま(笠間市下郷 4438-7）
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公共下水道管を布設する工事に伴い、交通規制を行います。通行の際には、工事看板および交

通誘導員の指示に従って通行してください。付近にお住まいの方、通行される方には大変ご迷惑

をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。

規制期間 7 月上旬～11 月下旬(予定）

規制内容 全面通行止(午前8時30分～午後5時）※工事箇所および通行止め区間は順次移動します。

規制区間 鴻巣地内①：鴻巣グラウンドより東へ 50ｍ地点より、約 60ｍ

鴻巣地内②：鴻巣グラウンドより南へ 120ｍ・西へ 50ｍ地点より、約 90ｍ

鯉淵地内：東ヶ丘団地東側を約 40ｍ

施工業者 (株)大平工務店

規制区間 笠間地内①：笠間小学校校門より西へ 70ｍ地点より、南へ約 40ｍ

笠間地内②：笠間中学校グラウンド北側の住宅地内を約 80ｍ

施工業者 (株)嶋建

⑬ 公共下水道管布設工事に伴い交通規制を行います

問 下水道課(内線 71140）

現在、県内では森林病害虫のカシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)による被害が確認されて

います。カシナガはナラやカシ類、クリなどに加害し、多数のカシナガに加害された樹木はナラ

菌の作用により辺材部の通水機能を失い、紅葉前の 7～8 月頃に急速に赤褐色に変色し枯死しま

す。カシナガの被害木を放置したり、切り倒したままにしておくと、カシナガが増殖し分散して

被害が拡大します。

次の見分け方を参考に怪しい樹木がありましたら、情報提供にご協力ください。

・樹木の根元に木くずが溜まっている ・幹に直径 1.5～2.0 ㎜の孔が複数空いている

・葉が赤褐色に変色している

⑭ ナラ枯れ被害に関する情報提供をお願いします 問 農政課(内線 529）

令和3年7月 1日 第 3 ｰ 7号
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病害虫被害の軽減、農作業の省力化と良質米の生産のため、産業用無人ヘリコプターによる航空防除を実

施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。

皆さんのご理解ご協力をお願いします。なお、詳細は県央南農業共済組合のホームページをご覧ください。

※上記期間中に笠間地区の上加賀田は散布しません。

※その他、部分的に除外している地区がありますので、詳細は、お問い合わせください。

※散布は午前 5時から行いますが、雨天や強風の場合は上記の予定が順延になります。

使用薬剤

安全対策

①散布当日の朝は、散布区域内での散歩や、農道等の通行をできるだけ避けてください。

②通常の散布では、人体に特に影響はありませんが、人体に薬剤がかかった場合は速やかに石鹸

等で洗い流してください。

③散布区域内の水稲や水田周辺の雑草等に触ったり、用水路等での水遊びはしないでください。

危被害防止対策

①井戸、庭池、畜舎、鶏舎、蚕室、屋外の石材加工製品などには覆いをしてください。

②散布区域内の野菜の収穫、牧草などの使用は、散布後 10日以上経過してからにしてください。

③水田周辺の自動車等の駐車は避けて下さい。やむを得ない場合はシートカバーをお渡しますの

で事前に連絡をお願いします。

④散布終了後は 5日間程度、周辺水系の環境保全のため水田の止水に努めてください。

⑮ 水田航空防除(無人ヘリ)を実施します

問 県央南農業共済組合 ℡ 0296-72-7321

予定日 地区 散布区域

7月30日(金）

笠間

石井、下市毛、大郷戸、片庭、箱田、本戸、来栖、手越、南吉原、北吉原、大古山、飯合

7月31日(土） 日草場、広谷原、馬廻、逆川、新堤、大橋、池野辺、福田、飯田、寺崎、日沢、石寺、金井、大渕

8月1日(日）

稲田、福原

友部

八反山、星山、橋爪、旧陣屋、大田町の一部(水戸線南側）、湯崎、住吉、

大沢、柿橋、住吉大沢、随分附の一部、柏井、仁古田、長兎路

8月2日(月）
滝川、小原、下市原、中市原、上市原、鴻巣、五平、南友部

岩間 上郷、下郷、吉岡、市野谷、泉、福島、小島、新渡戸、土師、押辺、安居

地区 薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名

笠間

友部

トップジンスタークル

フロアブル

いもち病

紋枯病

カメムシ類

4倍 ジノテフラン、チオファネートメチル

岩間 アミスタートレボンSE 8 倍 アゾキシストロビン、エトフェンプロックス

梨の安定的な生産のため、苗木の購入費を助成します。この苗木助成は計画的な苗木の新植や

品種更新を推進し、市内果樹の安定生産と品質向上による生産振興を図ることを目的とするもの

ですので、将来にわたって生産できる圃場に植栽してください。

要件 5 本以上の植栽を行うこと

補助額 梨の苗木 1本あたり 300 円以内

対象 市内に住所を有する生産者または所在する生産者組織(3 戸以上の生産者で組織する任意

組織を含む)で、将来にわたって梨の生産意欲がある方

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

持ち物 補助金等交付申請書(窓口または市ホームページよりダウンロード)、見積書(品種ごと

の単価がわかるもの）、本人確認のできる書類等

※申請前に購入した場合は補助の対象となりませんので注意してください。

⑯ 梨苗の購入費を助成します 申・問 農政課(内線 526）
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



※いずれか 1日を指定。

⑰ 自衛官を募集します
申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

メール hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp

募集種目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生

資格

海：18歳以上 23歳未満

空：18歳以上 21歳未満

高卒者(見込含)または高専

3年次修了者(見込含）

18 歳以上 33歳未満

(32 歳の方は、採用予定

月の末日現在 33 歳に達

していない方）

18歳以上 33歳未満

(32 歳の方は、採用予定月

の3か月後の末日現在33歳

に達していない方）

受付期限 9 月 9 日 9月 6 日 年間を通じて受付

試
験
期
日

1次 9 月 20 日 9月17 日～19日※ 受付時に通知

2次 10 月 16 日～21 日※ 10月9日～12日※

3次
海：11月19日～12月15日※

空：11月13日～12月16日※

合
格
発
表

1次 10 月 8日 10 月 4日 合格発表日は試験時に通知

2次
海：11月10日

空：11月5日

最終 令和 4年 1月 18 日 11 月 16 日

待遇・

特徴等

【共通】身分：特別職国家公務員

給与等:月額 179,200 円(自衛官候補生は 2士任官後)、昇給年 1回、賞与年 2回支給

衣食住:隊内居住者は宿舎費無料、食事、制服･作業着その他の被服類も支給または貸与

その他:充実した貯金･年金制度等数々の福利厚生を利用可能

海上自衛隊のパイロットおよ

び戦術航空士･航空自衛隊の

パイロットを目指すコース。

高校卒業後最も早く機長とし

て活躍できる。

部隊の中核である曹を養

成するコース。陸上･海上･

航空の各自衛隊で経験を

積み入隊後2年 9か月経

過以降選考により曹へと

昇任する。

陸は2年、海・空は3年(自

衛官候補生の3か月間含む)

の任期制隊員コース。入隊し

て 3 か月間は自衛官候補生

として経験を積み、その後2

等陸･海･空士に任命される。

笠間警察署、市内の交番、駐在所で試験案内を配布しています。

受験資格

警察官 A :昭和 63 年 4 月 2 日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業も

しくは令和 4年 3月 31 日までに卒業見込みの方または県人事委員会がこれと同等と

認める方

警察官 B :昭和 63 年 4月 2 日から平成 16 年 4月 1 日までに生まれ、警察官 Aの受験資格(学歴

区分)に該当しない方

第一次試験日 9 月 19 日（日）

申込期限 8 月 13 日（金）

⑱ 茨城県警察官を募集します 問 笠間警察署警務課 ℡ 0296-73-0110

令和3年 7月 1日 第3 ｰ 7号
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旧東小学校・旧東中学校・旧みなみ学園義務教育学校南小校舎の 3校についての利活用事業に

ついての説明会を行います。

どなたでも参加できますので直接お越しください。

日時 7 月 25 日（日）午前 10時 30 分～正午

場所 旧みなみ学園義務教育学校南小校舎 体育館(笠間市南吉原 1188）

⑲ 学校跡地利活用事業の説明会を実施します
申・問 企画政策課(内線 555）

委員会は傍聴することができます。

日時 7 月 29 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)前回会議録の確認 (2)監視活動および意見交換等：施設の維持管理

(3)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 7 月 29 日（木）午前 9時

※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。

⑳ 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）

9 月 16 日（木）にオープンする｢道の駅かさま｣への移転に伴い、次の日程で閉店となります。

直売所めばえ 7月 31 日（土）

直売所みどりの風 8月 31 日（火）

※｢道の駅かさま｣に新しい｢直売所みどりの風｣として出店します。

㉑ ｢道の駅かさま」への移転に伴い JA常陸直売所が閉店となります

問 笠間営農経済センター道の駅開発担当 ℡ 0296-74-4702

笠間市更生保護女性会は、非行や犯罪をなくし、過ちを犯した人たちの立ち直りを支援するた

めに活動しているボランティア団体です。更生保護協力団体として全国では約 17 万人の会員が

自発的、自主的に地域性を生かしながら活動しています。

会の趣旨に賛同する女性であれば、どなたでも参加できます。私たちとともに活動しませんか。

活動内容 ・社会を明るくする運動キャンペーン参加 ・愛の募金活動

・子育て支援地域活動(あいさつ、声かけ運動、緑化ボランティア等）

・有光苑(更生保護法人)支援、水府学院支援(意見発表会・運動会に参加)ほか

㉒ 笠間市更生保護女性会に参加しませんか 申・問 社会福祉課(内線 157）

コロナ禍で新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、計画

的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度や、労働者の様々な事情

に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給制度の導入が効果的です。

「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち 5日を除いた残りの

日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

計画的に休暇を取ってリフレッシュしましょう。

㉓ 計画的に休暇を取ってリフレッシュしましょう

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295
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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。



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ま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

㉔ 視覚障害当事者相談｢ふれあいサロン」

問 茨城県視覚障害者協会 ℡ 029-221-0098

県内の母子家庭のお母さんとお子さんが、広く地域を越えて交流と楽しい体験ができる｢宿泊

研修事業｣の参加者を募集しています。

日時 10 月 9日（土）午後 2時～10 日（日）午後 1時まで ※現地集合、現地解散

場所 常陸太田市西山研修所(常陸太田市稲木町 1699－8）

対象 ・県内在住の母子家庭の親子(親のみ、子のみは対象外）

・全日程参加できる方(遅刻、早退はできません）・子の年齢は、年長児から中学2年生まで

定員 50 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 500 円/世帯

申込方法 電話でお申し込みください

申込期限 9 月 3日（金）

㉕ 親子すこやか宿泊研修事業

申・問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-8497

「食｣を中心とした健康づくりについて勉強して、一緒にボランティアをする仲間になりませ

んか。ご参加お待ちしています。

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

対象 市内在住のおおむね 65 歳までの方で、養成講習会終了後に笠間市ヘルスリーダーとして

ボランティア活動が出来る方

定員 25 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。

申込期限 8 月 6 日（金）

㉖ 笠間市ヘルスリーダー養成講習会

申・問 笠間市ヘルスリーダーの会事務局(保健センター内）℡ 0296-77-9145

日時 講義内容

8 月 25日（水）
午後1時30分

～3時 30 分

開講式・オリエンテーション

健康日本 21、国民の健康状態と生活習慣病予防

9月 12日（日）

午前9時30分

～午後 1時

食育～食事バランスガイドを使って～

10月 17日（日） 生活習慣病予防と食事について

11月 16日（火） 生活習慣病予防について

12月 15日（水） 食品衛生と食中毒の予防について

1月 20日（木） 生活に運動を取り入れよう(身体活動・運動の理論と実技）

2月 12日（土）
午前9時30分

～11時 30 分

笠間市の健康づくりと計画、笠間市ヘルスリーダーと地域活動

閉講式

令和3年 7月 1日 第3 ｰ 7号
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デマンドタクシーかさま 予約センター ℡ 0296-70-9000
ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。



〇こどもエコ教室 環境についてたのしく勉強してみましょう。お話の後には，雲をつくってみ

るなど楽しい実験もあります。筆記用具をお持ちください。

〇手作り石けん講習会 使用済み食用油を利用した、環境にやさしいプリン状石けんを作ってみ

ませんか。泥汚れや油汚れもよく落ちます。

申込方法 電話、またはいばらき電子申請･届出サービスからお申し込みください。

申込期限 7 月 21 日（水）

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

㉗ ごみを考える会からのご案内

申・問 ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028

環境保全課(内線 127）

日時 7 月 31 日（土）午前 10時～11時 30 分

内容
SDGs と地球温暖化、ゼロカーボンシティって何、楽しい実験ペットボトルで雲を作っ

てみようほか

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

対象 小学校 4～6年生

定員 25 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

日時 8 月 4日（水）午前 10時～11 時

定員 25 名(先着順）

参加費 200 円

持ち物
ポリバケツ(5リットル程度、できれば蓋付き）、マスク、ゴム手袋

※お持ちでない方は用意しますので、申し込み時に申し出てください(有料)。

ビオトープ天神の里｢天神池｣で、釣竿を手作りし、小魚やザリガニなど釣れた魚を観察しまし

ょう。釣り道具やえさは用意します。釣り上げた魚の持ち帰りはできません。

日時 8 月 7日（土）集合：午前 9時 終了：正午 (荒天中止）

場所 ビオトープ天神の里(北山公園付近）

対象 小学 6年生以下(小学 3年生以下は保護者同伴）

定員 25 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 200 円(材料費）

持ち物 バケツなどの入れもの、飲み物、履物(長靴をおすすめします）

申込方法 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)また

は電話でお申し込みください。

申込期限 7 月 27 日（火）

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止にすることがあります。

※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。

㉘ 天神の里「釣り大会」

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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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。

こどもエコ教室 手作り石けん講習会



〇第 5回 全国こども絵画コンクール in かさま

〇第 20回 全国こども陶芸展 in かさま

〇なるちゃん「ぴっかりぽっけ」展示会 & econet いばらき

㉙ 夏休み笠間アートこども月間 笠間市アート三館めぐり

申・問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 茨城県陶芸美術館 ℡ 0296-70-0011

笠間工芸の丘 ℡ 0296-70-1313

日時 7 月 22日(木)～9月 26 日(日) 午前 9時 30分～午後 5時(入館は午後 4時 30分まで)

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4）

入場料 無料

日時 7 月 23 日(金)～8 月 31 日（火）午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで)

場所 茨城県陶芸美術館(笠間市笠間 2345）

入場料 無料

日時 8 月 4日(水)～29 日（日）午前 10 時～午後 5時 (平日は午後 4時まで)

場所 笠間工芸の丘(笠間市笠間 2388-1）

定員 20 組(先着順）

入場料 展示会は無料、econet いばらきは 2,200 円/組(ひと組 3名まで）

申込方法 電話でお申し込みください。

立方体を 4個組み合わせて、モザイクパズルを作って遊びます。

日時 7 月 31 日（土）午前 10時～正午

場所 笠間図書館 2階ホール(笠間市石井 2023-1）

対象 小学生

定員 20 名(先着順）

参加費 200 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。

申込期間 7 月 16 日（金）午前 9時～定員になりしだい締め切り

㉚ 木工モザイクパズル～テトラミノで遊ぼう～

申・問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046

読書を通じて感じた思いや印象を絵で表現してみませんか。完成した作品は｢第 21 回子ども読

書フェスティバル｣に出展します。ぜひご参加ください。

日時 8 月 7日（土）午後 1時 30 分～4時

場所 友部図書館 2階 視聴覚室(笠間市平町 2084）

講師 県立太田第一高等学校 美術教諭 矢部 聡さん
や べ さとし

定員 10 名(先着順）

対象 3 歳から高校生まで(8歳以下は保護者同伴）

参加費 無料

持ち物 絵を描く対象の本、クレヨンまたは絵の具等の好きな画材 ※画用紙は図書館で用意します。

申込方法 窓口で直接または電話、FAX でお申し込みください。

申込期間 7 月 13 日（火）～8月 1日（日）※休館日を除く。

㉛ 読書感想画教室
申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 FAX 0296-78-3683

令和3年 7月 1日 第 3 ｰ 7号
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皆さんの納める保険税は国保制度を支えるための大切な財源です。



マスクが必需品となった今、韓国ではマスクの着脱がしやすくなるおしゃれなマスクストラッ

プが流行しています。韓国伝統結び｢メドゥプ｣を用いてマスクストラップを作るイベントを実施

します。ステイホームの新しい趣味にいかがでしょうか。お気軽にご参加ください。

日時 8 月 7日（土）①午前 9時 30 分～10時 50 分 受付：午前 9時 15 分

②午前 11時 30 分～午後 0時 50 分 受付：午前 11時 15 分

場所 地域交流センターいわま「あたご」(笠間市下郷 4438-7）

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 10 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 電話またはメールで参加希望時間、住所、氏名、電話番号をお知らせください。

申込期限 8 月 2 日（月）

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更または中止になる可能性があります。

ご来場の際には、マスク着用、手指の消毒、検温等にご協力ください。

㉜ 韓国文化体験イベント

｢メドゥプ～韓国伝統結びのマスクストラップを作ろう～｣

申・問 市民活動課(内線 133) メール katsudo@city.kasama.lg.jp

〇トモア親子フェス in サマー

〇アルゼンチン映画「サルガン＆サルガン・父と息子のタンゴ」

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 電話、または窓口で直接お申し込みください。残席があれば当日でも参加できます。

㉝ 地域交流センターともべ イベントのご案内

申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

ファミリーコンサート ドクター・ナダレンジャーの自然災害科学実験教室

日時 7 月 23 日（金・祝）午前 11時～正午 8月 7日（土）午前 11時～正午

講師 丹家 倫子さん 田辺 祐子さん
たん げ と も こ た な べ ゆ う こ

ドクター・ナダレンジャー＆ナダレンコさん

対象 幼児および小学生とその保護者

定員 50 名(先着順）

参加費 無料

日時 ７月 30 日（金）午後 7時～ ７月 31日（土）午後 3時～

定員 各回 70 名(先着順）

参加費 前売り：1,500 円 当日券：2,000 円
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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）

mailto:katsudo@city.kasama.lg.jp


〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会～夏の異界噺の会～

暑い夏の夜に異界の噺で、涼しくなってみてはいかがですか。

〇井筒屋の夏祭り

ヨーヨー釣り、シャボン玉、七夕飾り作り、稲荷囃子太鼓体験やワークショップなど

〇タンゴデュオコンサート「バンドネオンとギターによる真夏の調べ｣

国内外の第一線で活躍中の演奏家による珠玉のタンゴデュオをお楽しみください。

〇怪談を聴く

真夏の夕刻、邦楽とピアノの演奏、そして落語による怪談作品のコラボをお楽しみください。

㉞ 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 7 月 24 日（土）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分

出演 落語：万葉亭 小太郎さん、麹家 こうじさん 朗読：喜美野 ひとみさん
まんようてい こ た ろ う こうじ や き み の

定員 25 名(予約優先）

入場料 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。

日時 7 月 31 日（土）午後 3時～6時 ※雨天時は 8月 1日（日）同時刻に順延

対象 幼児および小学生とその保護者

参加費 ヨーヨー釣りは 50 円/回

備考
事前申し込みは不要です。暑さ対策をして、濡れたり汚れたりしても良い服装でお

越しください。

日時 8 月 7日（土）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 バンドネオン：北村 聡さん ギター：大柴 拓さん
きたむら さとし おおしば たく

定員 25 名(予約優先）

入場料 一般：3,000 円 当日：3,500 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。

日時 8 月 9日（月・祝）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分

出演
落語：万葉亭 小太郎さん 琵琶：石引 康子さん

まんようてい こ た ろ う いしびき や す こ

尺八：渕上 ラファエル 広志さん ピアノ：小林 萌里さん
ふちがみ ひ ろ し こばやし もえ り

定員 20 名(予約優先）

入場料 一般：3,000 円 当日：3,500 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。

令和3年7月 1日 第 3 ｰ 7号
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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



日時 7 月 31 日（土）午後 1時～2時 15 分

場所 茨城県立中央病院 外来ホール(笠間市鯉淵 6528）

内容 泌尿器科のロボット支援手術 講師：泌尿器科部長 常樂 晃さん
じょうらく あきら

肺がんのロボット手術について 講師：呼吸器外科部長 鈴木 久史さん
す ず き ひ さ し

子宮体癌に対するロボット支援手術 講師：産婦人科部長 髙野 克己さん
たか の か つ み

定員 50 名

参加費 無料

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。申込書は、ホームページからダウン

ロードできます。http://www.hospital.pref.ibaraki.jp/chuo/（「公開講座」で検索）
※電話は土・日を除く午前 8時から午後 5時

申込期限 7 月 21 日（水）

㉟ 第 24回 茨城県立中央病院公開講座
申・問 茨城県立中央病院 総務課 ℡ 0296-77-1121 FAX 0296-77-2886

メール soumu@chubyoin.pref.ibaraki.jp

〇盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会

日時 9 月 3･24 日、10 月 1･8･15･22･29 日、11 月 5日の金曜日(全 8回)午前 10時～午後 4時

場所 水戸市福祉ボランティア会館 ミオス(水戸市赤塚 1-1)

対象 盲ろう者向け通訳、介助員を目指す意思のある方で講習会修了後通訳、介助員として活動

ができる方

参加費 3,000 円(資料代）

定員 15 名(定員を超えた場合は書類選考のうえ決定）

申込方法 ①氏名(ふりがな)②年齢③郵便番号④住所⑤連絡先⑥障害有無⑦手話、点字、要約筆

記、視覚障がい者向けのガイドヘルパー等の経験の有無⑧応募動機を電話または FA

X、郵送でお申し込みください。

申込期限 8 月 28 日（土)

〇要約筆記者養成講座

日時 9 月～令和 4年 12 月の土曜日(毎月 3～4回）午後 1時 30 分～4時 30 分

場所 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ

対象 【手書き・パソコン共通】

聴覚障がい者の福祉の増進に理解と熱意を有する方、全期間通える方、茨城県登録要約筆

記者を目指す意思のある方

【パソコン実技】

パソコンの基本操作およびタッチタイピングができる方、OSが Windows10 以降のノート

パソコンを持ち込み可能な方。

参加費 資料代：共通講義・手書き実技16,000円 パソコン実技10,000円、テキスト代：3,670円

申込方法 郵便番号、住所、氏名、電話番号、FAX 番号、パソコン受講希望の有無を明記のうえ、

往復はがきでお申し込みください。

申込期限 8 月 3 日（火)

㊱ 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎからのお知らせ
申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ

〒310-0844 水戸市住吉町 349-1 ℡ 029-248-0029 FAX 029-247-1369
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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！



有機野菜の育て方から販売までを学ぶ連続講座を開催します。無農薬有機野菜を作って販売

できる農家になりませんか。今はまだ農家でない方も、小さな畑でも参加可能です。

日時 初回 7月 18 日（日）受付：午後 1時～ 開講：午後 1時 30 分～3時

8月～12月の毎月第 1日曜日(全 6回）

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

講師 NPO 法人あしたを拓く有機農業塾 代表 涌井 義郎さん、市内の有機農家ほか
わ く い よしろう

対象 市内在住の方(農家・非農家を問いません）

定員 15 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 氏名、連絡先(電話番号またはメールアドレス)を記載のうえ FAX、またはメール

でお申し込みください。

申込期限 7 月 15 日(木)

※この講座は笠間市まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。

㊲ ミニ有機農家になりませんか 連続講座のご案内
申・問 NPO 法人あしたを拓く有機農業塾 涌井 ℡ 090-2426-4612

FAX 0296-78-1787 メール info@ashitafarm.jp

いばらき営農塾は、野菜をつくるため、農業経営をしていくために必要な基礎知識、栽培管理

やパイプハウスづくりなどを実習で学びます。

日時 9 月 29 日（水）～令和 4年 2月 12 日（土）のうちの水・土曜日(全 30 回）

水曜日：午後 6時 30 分～9時 土曜日：午前 9時 30 分～午後 3時 30 分

場所 茨城県立農業大学校(東茨城郡茨城町長岡 4070-186）

対象 県内で新たに農業を始めようとする方や始めて間もない方で、農産物を販売し収入を得よ

うとする方(おおむね 65歳まで）

定員 30 名

受講料 17,400 円 ※別途テキスト代等(8,000 円程度）

申込方法 笠間地域農業改良普及センターに申込書を直接提出してください。申込書は、いばら

き農業アカデミーホームページからダウンロードできます。（「いばらき農業アカデミ

ー｣で検索）

申込期限 8 月 20 日（金）

㊳ いばらき営農塾 野菜入門 Bコース
申 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701 (笠間市笠間 1531）

問 茨城県立農業大学校 庶務部研修科 ℡ 029-292-0419

笠間市には、市の政策および方針決定の場である審議会委員などに女性候補者を選ぶ際、人材

情報として活用することを目的とした男女共同参画人材バンク登録制度があります。

あなたの得意分野、関心があることを市政に活かしてみませんか。随時受け付けしていますの

で、ぜひご応募ください。

応募資格 20 歳以上の女性で、市内在住・在勤または市内の団体に所属する方

問 秘書課(内線 224）

男女共同参画人材バンクへの登録者を募集しています

令和3年 7月 1日 第3 ｰ 7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。

mailto:info@ashitafarm.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 7 月 15 日発行 第 3 -8 号

市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志民オンライン講座｣を配信していま
し みん

す。新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座名 夏野菜たっぷりアボカドチャーハン

夏バテ防止＆疲労回復！かんたん自家製「梅干し作り」

㊴ かさま志民オンライン講座

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080

～平和を願い・そしてこの時間（とき）に感謝して～

日時 8 月 29 日（日） 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 群読(原爆詩集、この子たちの夏、焼けあとのちかい他）、クラリネット演奏

定員 50 名

参加費 無料

申込方法 電話で直接お申し込みください。

㊵ 第 7回 読み語りの会｢ゆるり」お話し会

申・問 読み語りの会｢ゆるり｣ 根本 ℡ 090-2628-3186

福島原発事故から 10 年。2人のジャーナリストが撮り続けたフクシマの終わることのできな

い物語の映画を上映します。当日はマスク着用、手指の消毒にご協力ください。

日時 7 月 24 日（土）午後 2時 30 分～4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）

参加費 無料

㊶ ドキュメンタリー映画｢サマショール(自主帰還者)」上映

問 ちょっと待った再稼働笠間市民の会 鈴木 ℡ 090-4062-2209

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の行事が中止となります。

㊷ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等の中止のお知らせ

問 観光課(内線 517）

開催日 内容

7 月 25 日（日） 稲田ふれあい祭り

8月 16 日（月） 灯籠流し

県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生活で

きるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。

※詳しくは、茨城県青少年家庭課のホームページをご覧ください。

問 茨城県中央児童相談所 里親担当 ℡ 029-221-4150

ご存知ですか?里親制度
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