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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新型コロナウイルス感染症生活困窮者

自立支援金の申請を受け付けています

④9月 5日は茨城県知事選挙の投票日です

⑤第2回実用英語技能検定の受験費用の

一部を助成します

⑥高齢者インフルエンザ予防接種の予診票を

送付します

⑦高齢者の無料歯科健診を実施します

⑧法律と登記等に関する無料相談会を開催します

⑨公共下水道管路布設工事に伴う交通規制を

行います

⑩ペットは正しく飼いましょう

⑪物品の公売を行います

⑫働き方改革の推進に取り組む事業主を支援します

⑬エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

■教養・文化・交流 他

⑭地域包括支援センターからのお知らせ

⑮笠間市創業塾 2021
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｢就職応援セミナー」

⑱ママ・リフレッシュ「タイ式マッサージ」

⑲みなみ学園義務教育学校見学会

⑳県立盲学校理療科オープンスクール

㉑第71回自然観察会

㉒心の輪を広げる体験作文・障害者週間の

ポスターの作品募集

㉓こんな描きかたもあるの?楽しいクレパス画展

㉔かさま志民オンライン講座

㉕社交ダンス体験教室

㉖地域交流センターともべ イベントのご案内

㉗かさま歴史交流館井筒屋オータムコンサート

㉘あたごふれあい寄席

㉙グラウンドワーク笠間 イベントのご案内
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【回覧】お早めに回してください 全16 ページ(A3…4 枚)

茨城県独自の緊急事態宣言が発令されました。

不要不急の外出自粛、飲食店における夜間の営業時間の短縮、会食時における

感染症対策の強化等にご協力ください。

実施期間 8 月 6 日（金）～19日（木）

対象地域 県内全域

＜市内の発生状況(8月 2日現在)＞ 陽性者 199 人

あなたの行動が感染を防ぎます!県境をまたぐ往来は、極力お控えください。
■テレワーク等の活用や、まとめ買いするなど、外出機会を縮減

■会食を開催する場合、同居家族以外ではいつも近くにいる 4人まで

■普段会わない人と会う際はマスクを着用し、会食は控える

新型コロナウイルス感染症に関連した情報は日々変化していますので、ご覧になった時点で

相違が生じていることもあります。ご了承ください。

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



18 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した。

18歳未満の方へのクーポン券の送付時期や、接種に関する最新情報等は随時、市ホームペー

ジ、かさめ～る、LINE 等でお知らせします。この機会にぜひ、かさめ～るや LINE への登録をお

願いします。

〇年代別の接種方法について（8月 3日現在） ※年齢は令和 4年 4月 1日現在

※18歳未満の方で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。

※国の大規模接種や職域接種、大学等での接種については実施主体にお問い合わせください。

〇次回予約開始日はワクチンの供給状況により決まりしだいお知らせします。

〇接種会場や接種実施日が下記のとおり変更となりました。（1回目の接種 8月 22 日分から）

○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。

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

・クーポン券、記載した予診票、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・保険証等）、

お薬手帳(お薬を服用している方のみ）、水分補給用の飲み物を忘れずにお持ちください。

② 新型コロナワクチン接種情報（8月 3日現在）

問 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

年齢区分
クーポン券

送付時期

市の集団接種

※予約に空きが

ある場合のみ

県の大規模接種

※予約に空きが

ある場合のみ

高校3年生・

高校3年生以上の

受験生優先接種

1
50 歳以上の方、20～49 歳

の基礎疾患を有する方
送付済 〇 〇

△

受験生のみ

2
20～49 歳の方(1 以外の

方）、19歳の方
送付済 ― 〇

△

受験生のみ

3 18 歳の方 送付済 ― ― 〇

4 12～18 歳未満の方 調整中 ― ― ―

市の集団接種 問・申 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

接種会場 接種日

友部公民館(笠間市中央 3-3-6) 木曜日・日曜日

笠間公民館(笠間市石井 2068-1) 土曜日(午後）

岩間公民館 実施なし(すでに予約済の 2回目接種のみ実施）

電話予約
笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567（有料）
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土日祝日も受付可）

インター

ネット予約

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

※インターネット予約サポート窓口は開設しません。
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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。



接種会場 茨城県庁 福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6）

接種日 1 回目：8月 14 日～9月 9日 ※隔日実施

対象者 笠間市に住民票のある 19歳以上の方(令和 4年 4月 1日までに 19 歳になる方含む）

予約開始日 8 月 4日（水）から受付開始

予約方法 インターネットのみ

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

※予約が定員に達ししだい受付を終了します。接種を希望される方は、市ホームページ｢茨城県

が実施する大規模接種会場でのワクチン接種｣を確認のうえお申し込みください。

接種日 1 回目：8月 22 日（日） 2回目：9月 12 日（日）

接種会場 笠間市役所本所 教育棟会議室(笠間市中央 3-2-1）

対象者 笠間市に住民票のある高校 3年生・高校 3年生以上の受験生

予約受付期間 8 月 5日（木）～17 日（火）

予約方法 学務課予約専用ダイヤルに電話でお申し込みください。

電話番号 0296-77-7474（午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 平日のみ）

県の大規模接種について

高校 3年生・高校 3年生以上の受験生優先接種

問 学務課(内線 372）

社会福祉協議会が実施する｢総合支援資金の再貸付｣の利用がすでに終了している世帯、また

は 8月までに終了する世帯のうち、支給要件を満たす世帯に対して｢新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金｣を支給します。

該当する可能性のある世帯には、すでに案内通知を郵送していますのでご確認ください。

支給要件 次のすべての要件を満たすことが必要です。

(1) 総合支援資金再貸付を借り終えた世帯(または 8月までに借り終わる世帯）

(2) 申請月の世帯収入と申請日の世帯の現金・預貯金が、次の表の金額以下であること

(3) 次の①から③までのすべての求職活動を行うこと

①月 1回以上、社会福祉協議会で面接等の支援を受けること

②月 2回以上、ハローワークで職業相談等を受けること

③原則、週 1回以上、求人先への応募を行うか、または面接を受けること

※詳しくは 笠間市社会福祉協議会までお問い合わせください。

申込方法 窓口で直接お申し込みください。必ず事前に電話で来所予約をしてください。

申込期限 8 月 31 日（火）

③ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請を

受け付けています
申・問 笠間市社会福祉協議会 笠間市美原 3-2-11 ℡ 0296-77-0730

世帯人数 1 人 2人 3人 4人 5 人 6 人

月の収入額(円） 112,000 156,000 184,000 219,000 253,000 290,000

現金・預貯金額(円） 468,000 690,000 840,000 1,000,000

３ぺージ
2021-0805かさめ～るにご登録ください。

令和3年 8月 5日 第 3 ｰ 9号



9 月 5 日（日）は、茨城県知事選挙の投票日です。選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会で

す。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。

投票できる方 今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。

年齢：平成 15 年 9 月 6 日までに生まれた方

住所：令和 3年 5月 18 日までに笠間市に住民登録をされた方(転入届をされた方)で、引き続き

3か月以上笠間市内に住所を有している方

市内に転入された方

令和 3年 5月 19 日以降に転入届をした方は、笠間市では投票できません。ただし、県内の市町

村から転入された方は、前住所地で投票できる場合がありますので前住所地の選挙管理委員会に

お問合せください。

市外に転出された方

笠間市の選挙人名簿に登録されている方で、令和 3年 5月 5日以降に県内の市町村へ転出し新

住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、笠間市で投票できます。この場合、市町村発行の

｢引き続き茨城県の区域内に住所を有する旨の証明書｣をご持参いただくとスムーズに投票できま

す。なお、県外の市区町村に転出された方は、投票できません。

投票所

投票は、市内 51 か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される｢入場券｣に投票所の略図が

記載されていますので、自分の投票所を確認してください。※｢入場券｣は 8月 12 日から順次発

送されます。

なお、今回の選挙より、次の投票所が変更となりますのでご注意ください。

【笠間地区】

【友部地区】

投票時間

どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げますので、時間は午前 7時から午後 6時までです。そ

の時間以外は投票することができませんので、ご注意ください。

期日前投票

投票日に所用等のため投票できない方は、期日前投票により投票することができます。入場券裏

面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。

日時 8 月 20 日（金）～9月 4日（土）午前 8時 30 分～午後 8時まで

場所 笠間市役所本所および各支所

④ 9月 5日は茨城県知事選挙の投票日です
問 笠間市選挙管理委員会 総務課内(内線 207）

行政区 変更前 変更後

1 区・2区・3区・5区・6区
旧笠間保健センター

笠間市役所笠間支所

4区・24区 笠間市立笠間小学校

行政区 変更前 変更後

原店 1・原店 2・宿 1・宿 2・久保・

古山・宮前 1・宮前 2・鴻巣 1・鴻巣 2・

こうのす団地・県営友部アパート

鴻巣新農村集落センター 地域医療センターかさま

久保下寺・新宿・舘古宿・本内・原坪・

筒塙・小原団地
小原公民館(元消防団詰所） 舘古宿公民館
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



不在者投票

8 月 20 日（金）からできますが、事前に手続きが必要ですのでお早めに笠間市選挙管理委員

会にお問い合わせください。

対象 ・笠間市に住民登録をしているが、笠間市外に滞在もしくは旅行している方

・病院に入院、施設に入所している場合など

郵便投票

重度の障がいを持つ方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、法律で定める一定の障が

いを有する方および介護保険法上の要介護 5の方)で、投票所で投票することができない方のた

めに郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、9月 1日（水）ま

でです。なお、郵便投票をするには郵便投票証明書が必要ですので、お早めに笠間市選挙管理

委員会にお問い合わせください。

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている以下の要件に該当する方で、外出

自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の告示の日の翌日

から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

(1)感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第 44 条の 3第 2項または検疫法

第 14条第 1項第 3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第 14条第 1項第 1号または第 2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内

に収容されている方

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日(投票日当

日)の 4日前までに(必着）、｢(1)の外出自粛要請、または(2)の隔離・停留の措置に係る書面｣を

添付した請求書を郵送等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。

選挙公報

選挙公報は、各候補者および政党等の申請に基づき、経歴や政見などが記載されている公報紙

です。配布方法は新聞折込になりますので、新聞を購読されていない方は、選挙管理委員会まで

お問い合わせください。なお、選挙公報は市役所のほか市の公共施設にも備え付けますのでご利

用ください。

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策にあたって、有権者の皆さんに次の対策をお願いします。

(1)事前の検温(体温が 37.5 度以上の発熱の方または体調不良の方は申し出てください。)

(2)マスクの着用

(3)アルコール消毒液による手指消毒またはビニール手袋の着用

(4)入場・投票待ちの際には、間隔(1～2メートル)を開けること

※投票所には、筆記用具の持ち込みができます。ただし、ペンはインクがにじむ可能性がある

ので、鉛筆のご利用を推奨します。

開票 即日開票で、9月 5日（日）午後 8時から笠間市民体育館で行います。

なお、投・開票の状況は市ホームページでご覧になれます。

市ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp
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農地の貸し借りには、農地中間管理機構をご活用ください。
市農業公社 ℡ 0296-73-6439
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小学 5・6年生は 5級以上、中学 1年生は 4級以上、中学 2・3年生は 3級以上を受験する際に

助成が受けられます。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により実施を見送ることがありま

すが、お申し込み後の返金はできません。

日時 10 月 3日（日） 準 2級：午前10時 20分～ 4級：午前10時 30分～

2級：午後2時 10分～ 3級・5級：午後2時 40分～

場所 笠間市役所 本所 教育棟 2階 会議室(笠間市中央 3-2-1)

対象 市内在住で、市外の小・中・義務教育学校に通学する小学 5年生～中学 3年生

検定料 5 級：2,500 円 4 級：2,900 円 3級：4,400 円 準 2級：5,400 円 2級：6,100 円

自己負担額 小学生：900 円 中学生：1,200 円

※検定料から自己負担額を差し引いた額を、同一年度 1回のみ助成。

申込方法 申請書は窓口に備え付けてありますので、検定料を添えてお申し込みください。

申込期限 8 月 31 日（火）午後 5時まで

※市内小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒は在籍校へお申し込みください。

⑤ 第 2回実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します
申・問 学務課(内線 379）
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。

高齢者インフルエンザの予診票は送付先が市外の場合など一部の方をのぞき、介護保険料通知

書に同封してお送りしていますので、ご確認ください。

※上記以外の方は、保健センターから通知します。

予防接種の実施期間 10 月 1日（金）～令和 4年 1月 31 日（月）

助成額 1,500 円(接種 1回のみ）

⑥ 高齢者インフルエンザ予防接種の予診票を送付します
問 保健センター ℡ 0296-77-9145

対象 発送

納付書または口座振替で介護保険料をお支払いの方 8月10日（火）

年金からの天引きで介護保険料をお支払いの方 9月 9日（木）

茨城県後期高齢者医療広域連合では高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、

無料の歯科健康診査を実施します。

期間 9 月 1日（水）～12 月 31 日（金）※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。

対象 茨城県後期高齢者医療被保険者で、次の生年月日の方

・昭和 20年4 月 1日～昭和21 年 3月 31 日生まれの方

・昭和 15年4 月 1日～昭和16 年 3月 31 日生まれの方

・昭和 10 年4 月 1日～昭和11 年 3月 31 日生まれの方

※ 8月中旬に、対象の方に歯科健康診査の案内を送付します(施設等入所者を除く）。

受診場所 案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。

健診内容 問診、口腔内の状態の検査、口腔機能評価など。

※受診料は無料ですが、引き続き治療を行う場合には別途料金がかかります。

実施方法 ご希望の歯科医院を予約してください。受診票の問診項目は事前にご記入ください。

持ち物 被保険者証、受診券、受診票、健康手帳、歯ブラシ

⑦ 高齢者の無料歯科健診を実施します
問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班 ℡ 029-309-1212



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。

⑧ 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

9 月 7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

9 月 29 日(水)

10 月 28 日(木)
無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口 康夫さん

やまぐち や す お

10 月 11 日(月) 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
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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。

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。交通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 8 月上旬～令和 4年 1月下旬(予定）

規制区間 笠間市平町地内(こころの医療センター西交差点より西へ200ｍの地点から西に約190ｍの区間）

規制内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）。ただし、県道部分(点線部分)は片側通行止。

工事箇所および通行止め区間は順次移動します。

施工業者 (株)スガヤ工務店

⑨ 公共下水道管路布設工事に伴う交通規制を行います
問 下水道課(内線 71140）
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動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主として、その命と行動に対して責任

を負い、ペットが健康で快適に暮らせる環境を整える必要があります。

また、災害時などは同行避難が必要かを判断するとともに、避難所で生活できるよう日頃か

らのしつけとケージや餌などの物品の準備が重要です。

守るべき 5か条

1．近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

鳴き声や臭いなどで生活環境に影響を及ぼす情報が寄せられています。近隣住民の迷惑にな

らないように対処しましょう。

2．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

動物の種類に応じた適切な飼い方をして、健康・安全に気を配りましょう。災害時に避難す

る際、必要となるものを事前に準備しておきましょう。

3．むやみに繁殖させないようにしましょう

管理できる数を超えないように、不妊去勢手術などを行いましょう。市では犬猫に対する手

術に対して助成を行っていますのでお問い合わせください。

4．動物による感染症の知識を持ちましょう

動物同士や人と動物間で感染する病気(人と動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、

自分や他の人への感染を防ぎましょう。

5．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

マイクロチップ、名札、足環などの標識を必ず付けましょう。

⑩ ペットは正しく飼いましょう
問 環境保全課(内線 125) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115)

詳細は、公告文に記載されていますので市ホームページをご覧ください。

参加資格 市内に住民基本台帳登録されている個人または市内に本店、営業所などを有する法人

で、市民税または法人税に未納がないこと。

場所 笠間市役所本所 3階 議会事務局

公売執行 8 月 19 日（木）午前 10時

見積書提出方法 8 月 19 日（木）午前 10 時までに持参、または郵送により提出してください。

⑪ 物品の公売を行います
申・問 議会事務局(内線 303）

物品名 応接用ソファセット

物品の形状 1 人掛けソファ 4脚とセンターテーブル 1脚（ソファとテーブルで 1セット）

数量 3 セット

最低価格(税抜) 1 円(1 セットにつき)
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｢茨城働き方改革推進支援センター｣は専門家が無料で、働き方改革を推進する事業主の皆さん

を支援します。

電話等での相談のほか、企業訪問による助言・提案、出張相談会の開催、各種セミナーへの講

師派遣にも対応しますので、ご利用ください。

⑫ 働き方改革の推進に取り組む事業主を支援します
問 茨城働き方改革推進支援センター ℡ 0120-971-728

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。



〇男性のための健康体操教室

日常生活をスムーズにし、介護予防につながる筋力をつけるための男性だけの体操教室です。

元気で動ける体づくりを始めてみませんか。

〇健康座談会(メディカルカフェ) お口の健康について一緒に考えてみませんか。

〇認知症サポーター養成講座

認知症サポーターは認知症について正しく理解し、認知症の方や家族に対して温かい目で見守る

応援者です。この機会に認知症について理解を深めませんか。

※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。

⑭ 地域包括支援センターからのお知らせ
申・問 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-78-5871

日時 9 月 8日～11 月 24 日の毎週水曜日 全 11回 午前 10 時 15 分～11 時 45 分

場所 ゆかいふれあいセンター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-171）

対象 65 歳以上の男性で、運動制限のない方(事業対象者、要介護認定者を除く）

定員 15 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 8 月 31 日（火）

日時 9 月 9日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域医療センターかさま 行政棟(笠間市南友部 1966-1）

内容 講話：いつまでもおいしく食べるために～お口のきたえ方～

講師 笠間市立病院 言語聴覚士他

対象 市内在住の方

定員 10 名(先着順）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。定員に達ししだい締め切ります。

日時 9 月 13 日（月）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時 15 分～

場所 地域医療センターかさま 行政棟(笠間市南友部 1966-1）

内容 認知症についての講話、寸劇など

講師 茨城県認知症介護アドバイザー(キャラバンメイト）

対象 市内在住の方

定員 20 名(先着順）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。定員に達ししだい締め切ります。
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委員会は傍聴することができます。希望する方は電話でお申し込みください。

日時 8 月 26 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：廃棄物の受入

(3)今後の監視活動計画(案）

申込期限 8 月 26 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。

⑬ 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）

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。
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申し込みはこちら

講座を受講した方は、会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減や創業関連保証の保証

枠拡充などの優遇措置が受けられる対象となります。創業を考えている方は、ぜひご参加ください。

日時 9月 5日（日）～10月10日（日）の全5回 午後1時30分～4時30分 受付：午後1時～

※9月 26 日は午後 1時 30 分～5時

場所 笠間市商工会本所 3階会議室(笠間市笠間 1464-3）

講師 中小企業診断士 阿内 利之さん 他 3名
あ う ち としゆき

対象 創業を考えている方、創業・経営に興味のある方、創業後 5年未満の方

定員 20 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 郵送、または FAX でお申し込みください。申込書は、市内の公共施設に用意してい

ます。また、市ホームページから｢創業塾｣で検索し、ダウンロードしてください。

申込期限 8 月 27 日（金）

⑮ 笠間市創業塾 2021
申・問 笠間市商工会 〒309-1611 笠間市笠間 1464-3

℡ 0296-72-0844 FAX 0296-72-5495
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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！

都市部から移住し、笠間の PR や地域活動に取り組む地域おこし協力隊の活動報告会を開催し

ます。今回は Zoom を利用したオンライン開催とし、ご自宅などからパソコン(カメラ付き)やス

マートフォンでどなたでもご参加いただけますのでお気軽にご参加ください。

日時 9 月 6日（月）午後 6時～7時 Zoom 入室開始：午後 5時 30 分～

参加隊員 大島 実さん、岡本 浩二さん、川島 拓さん
おおしま まこと おかもと こ う じ かわしま ひらく

申込方法 電話またはメール、いばらき電子申請・届出サービスでお申し込みください。

申込期限 9 月 1 日（水）

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

⑯ 笠間市地域おこし協力隊オンライン活動報告会

申・問 企業誘致・移住推進課(内線 592)

メール akiya@city.kasama.lg.jp
市ホームページ

仕事と家庭の両立を目指し仕事を探している方向けのセミナーを開催します。役立つ情報が満載で

すので、お仕事探しの第一歩を一緒に踏み出してみませんか。0歳～未就学児の無料託児付きです。

日時 9 月 9日（木）午前 10時～11 時 30 分

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6）

内容 働くための心構えや子どもの預け先など市からの保育に関する内容説明など

対象 ハローワークをご利用の方(登録がない方はまずご連絡ください。）

定員 20 名(先着順）

参加費 無料

持ち物 託児をご利用の方は、おむつ、飲み物など必要な物にご記名のうえ各自でご用意ください。

申込方法 窓口で直接または、電話でお申し込みください。

⑰ ハローワーク水戸マザーズコーナー｢就職応援セミナー」
申・問 ハローワーク笠間(笠間市石井 2026-1） ℡ 0296-72-0252



子育てを頑張っている皆さん、産後のケアしませんか。タイマッサージを取り入れて日々の

疲れをリセットしましょう。託児付きですのでぜひご利用ください。

講師 常世田 麻衣さん
と こ よ だ ま い

対象 市内在住の生後 6か月から 2歳までの未就園児とその母親(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 9 月 1 日(水）～10 日(金）

⑱ ママ・リフレッシュ「タイ式マッサージ」
申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

日時 場所

9 月 14 日（火）
午前10時30分

～11時 30 分

笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140)

9 月 21 日（火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140 市民センターいわま 3階）

9月 24 日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

令和3年 8月 5日 第 3 ｰ 9号
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｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市のホームページからご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）

小規模特認校である本校の学校経営方針や特色、恵まれた環境を紹介し児童生徒を募集します。

日時 8 月 26 日（木）午前 10時～11時 30 分 受付：午前 9時 45 分

場所 みなみ学園義務教育学校(笠間市北吉原 15）

内容 授業参観、校舎内見学、学校説明、質疑応答

対象 市内在住の幼児、児童生徒および保護者の方

申込方法 QR コードからお申し込みください。

申込期限 8 月 20 日（金）

※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。

⑲ みなみ学園義務教育学校見学会

申・問 みなみ学園義務教育学校 ℡ 0296-72-1385

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



12 ぺージ
2021-0805

茨城県立盲学校理療科へ入学を希望する方を対象にオープンスクールを実施します。授業や施

術の体験、個別相談を予定しています。

日時 9 月 12 日（日）午前 9時 30 分～午後 0時 20 分 受付：午前 9時

場所 県立盲学校(水戸市袴塚 1-3-1)

申込方法 ①氏名②住所③電話番号④個別相談または施術体験の希望⑤同行される方の氏名を明

記のうえFAXかメール、または電話でお申し込みください。

申込期限 9 月 3 日（金）

⑳ 県立盲学校理療科オープンスクール
申・問 県立盲学校 ℡ 029-221-3388 FAX 029-225-4328 メール koho@ibaraki-sb.ibk.ed.jp

笠間市では、企業や商店などの振興、市の財源確保を図るために、市の広報紙やホームページ

を広告媒体として活用しています。掲載をご希望の方は、ご連絡ください。

「パソコンがないので広告原稿が作れない」という方でも、掲載したい文章、イメージなどを

お伝えいただければ対応しますので、ご相談ください。

○広報かさま

申込方法 秘書課備え付けの申込書に必要事項を記載し、掲載したい広告の原稿を添えて提出

してください。申込書は、笠間市ホームページからもダウンロードできます。

なお、申し込みにあたっては、｢笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱」(ホームペ

ージ参照)をご確認ください。

申込期限 掲載希望月の前々月の末日。

その他 ・広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとします。

・広報かさまの広告は 2色とします(色は市が指定)。

・バナー広告はカラーです。

・申込多数の場合は、笠間市公共物等有料広告掲載取扱要綱第 4条の規定によります。

申・問 秘書課(内線 225）

種類 規格 掲載期間 掲載料(1か月につき）

「広報かさま」

（毎月1回発行）

サイズ① 45mm×85mm

サイズ② 45mm×170mm
1 か月を単位として、

最大 12 か月まで連続

して掲載可能

サイズ① 10,470 円

サイズ② 20,950 円

ホームページ
バナー広告

70ピクセル×200ピクセル
20,950 円

広報かさま・ホームページに掲載する有料広告を募集します

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
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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）

障害のある方への理解を深めるために、皆さんの作品を募集しています。

応募区分 作文：小学生部門 中学生部門 高校生・一般県民部門

ポスター：小学生部門 中学生部門

応募方法 小学生、中学生、高校生、特別支援学校生および専門学校生の方は、学校に提出し

てください。それ以外の方は、茨城県保健福祉部障害福祉課へ提出してください。

応募様式等は、県のホームページに掲載しています。

応募期限 9 月 3 日（金）必着

㉒ 心の輪を広げる体験作文・障害者週間のポスターの作品募集

申・問 茨城県 保健福祉部 障害福祉課 ℡ 029-301-3357

HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/kikaku/shofuku/b/b-5.html

身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当日

はハイキングのできる服装でご参加ください。親子での参加もお待ちしています。

日時 9 月 11 日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 舘岸山周辺

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然観察に興味のある方

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 マスク、飲み物、植物等の図書、雨具(傘･長靴)、杖(ステッキ）、筆記用具など

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 8 月 31 日（火）

※新型コロナウイルスの状況により中止にすることがあります。

※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。

㉑ 第 71 回 自然観察会

申・問 環境保全課(内線 125）



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。

日時 9月26日（日）まで(月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館）

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)

同時開催 第 5回全国こども絵画コンクール in かさま

〇高齢者芸術鑑賞事業

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。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)は

無料でご覧いただけます。(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。)

※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

にてご来館いただき、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。

㉓ こんな描きかたもあるの?楽しいクレパス画展
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382）
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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 夏休みに！ 子供向けヨガ「やってみよう！ ほぐしてほぐして体を元気に！」

夏バテ予防・常備菜「きゅうりの佃煮とパリパリ漬け」

㉔ かさま志民オンライン講座

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 友部公民館 ℡ 0296-77-7533

社交ダンスを楽しく体験してみませんか。動きやすい服装でご参加ください。

日時 9 月 2日、9日、16日の木曜日 初心者：午後 7時～7時 50 分 中級者：午後 8時～9時

場所 友部公民館 3階 視聴覚室(笠間市中央 3-3-6）

講師 久野 友子さん
く の と も こ

定員 各コース 10 名程度(先着順）

参加費 無料

持ち物 室内シューズ、飲料水、マスク

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 8 月 31 日（火）

㉕ 社交ダンス体験教室 申・問 高田 ℡ 0299-45-3465

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）



〇モーニングデュオコンサート 歌とピアノによる音楽で爽やかな 1日を始めましょう。

〇トモアほのぼの寄席 盛夏を笑いと歌でお楽しみください。

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前1-10）

定員 各日 70 名(先着順）

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。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。また、当日はマスク

の着用をお願いします。なお、発熱・風邪等の症状がある方、体調がすぐれない方のご参加

はお控えください。

㉖ 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

日時 8 月 27 日（金）開場：午前 10 時 開演：午前 10 時 30 分

出演 ソプラノ：柿長 飛鳥さん ピアノ：小林 萌里さん
かきおさ あ す か

入場料 500 円

日時 8 月 28 日（土）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

出演
落語:麹家ぶんぶんさん、万葉亭小釉姫さん、万葉亭すももさん、万葉亭小太郎さん、

こうじ や まんようてい こ ゆ き まんようてい まんようてい こ た ろ う

麹家こうじさん チンドン:ちんどん夢乃家さん 昭和歌謡:流しのてっちゃん、北浦ミミさん
こうじ や ゆめ の や きたうら

入場料 500 円

令和3年 8月 5日 第 3 ｰ 9号
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林家 扇兵衛さんによる寄席のほか、特別企画としてKEIKOさんのアコーディオン伴奏に合わ
はやしや せん べ え け い こ

せた歌謡ショーを行います。皆さんお誘い合わせのうえ、ご来場ください。当日まで申し込み

できます。

日時 9 月 5 日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分～4時

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 林家 扇兵衛さん、春風亭 貫いちさん、KEIKOさん
はやしや せん べ え しゅんぷうてい かん け い こ

定員 30 名(先着順）

入場料 1,500 円

申込方法 電話でお申し込みください。

㉘ あたごふれあい寄席
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

歴史ある空間で本格クラシックを聴いてみませんか。

日時 9 月 4日（土）開場：午後 5時 30 分 開演：午後 6時

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987）

出演 バリトン：安良岡 平 さん マリンバ：関川 咲紀さん ピアノ：小林 萌里さん
やすらおか たいら せきかわ さ き こばやし もえ り

定員 20 名(予約優先)

入場料 前売り：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。※月曜日(祝日の場合翌日)休館

㉗ かさま歴史交流館 井筒屋 オータムコンサート
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118

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。



「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 8 月 19 日発行 第 3 -10 号

9 月 笠間ふれあい大学

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。開催日前日までお申し込みできます。

※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。

白雪未弥と女方玉三郎歌謡ショー

懐かしのムード歌謡を楽しむ集い

※まちづくり市民活動助成事業の助成を受けて活動しています。

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 2247-1）

定員 各回 20 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

※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。

㉙ グラウンドワーク笠間 イベントのご案内
申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 ℡ 0296-71-8077 FAX 0296-72-0654

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

日時 内容 参加費

4 日(土)
午前10時

～正午

歌声教室(音楽科) 抒情歌＆フォークソング等

演奏：ゴールデンサウンズ
1,000 円

26 日(日)
昔の駐在員が見たイギリスとフランスの違い
講師：MUICSふれあいの会(水戸国際交流協会) 池本 和一さん

いけもと かずいち

日時 9 月 11 日（土）午後 2時～4時

出演

1 部：筑西市ふるさと大使・グラウンドワーク笠間監事 女方玉三郎 並木勝利さん
おざかたたまさぶろう なみき かつとし

筑西市と笠間市がつながりまじわるテーマ曲「おもいでの水戸線」お披露目

2部：徳間ジャパン 白雪 未弥さん
しらゆき み や

結城市出身新人歌手 デビュー曲「じょんから慕情」キャンペーン

参加費 無料(ソフトドリンク付き)

申込期限 9 月 7日（火）

日時 9 月 25 日（土）午後 2時～4時

出演
演奏：オールドパーソンズ(腕が確かなおじちゃんバンド)

リーダー 元｢ロス・インディオス｣ 江口 修一さん
え ぐ ち しゅういち

参加費 2,500 円(ソフトドリンク・お茶菓子付き）

申込期限 9 月 21 日（火）
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