
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。

※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。

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

障子張り替え障子張り替え

10%OFF10%OFF
（
税
込
）

まだまだ
暑い日が続きますね。
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９月の納税等
納期限：９月30日（木）

●国民健康保険税（３期）
●後期高齢者医療保険料（３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。

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

グリーンスローモビリティーの
実証実験を行います

１．事業概要
　日常生活および観光の双方において課題となっている、
移動手段の充実に向けて、グリーンスローモビリティの
走行実験を実施します。

２．グリーンスローモビリティーとは
　時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活
用した小さな移動サービスです。

３．実施スケジュール及び走行エリア
　９月中旬～　「道の駅かさま」を起点としたルート
　10月中旬～　友部地区内ルート
　10月下旬～　「笠間の菊まつり」開催に合わせたルート

４．料金　無料
※詳しい走行ルートや運行スケジュールは、後日お知らせ

版等でお知らせします。
企画政策課（内線557）

10月は土地月間です！
～土地取引の後には届出を！～

　10月は、土地に関するさまざまな普及啓発活動を行う
「土地月間」です。
　一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法
に基づき、権利取得者（譲受人）は、企画政策課に届出を
行う必要があります。
●届出の必要な面積

笠間市全域で市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以
上
●一団の土地の取引

同一の権利取得者（譲受人）が同一の利用目的のために
土地を買い集め、最終的に5,000㎡以上を取得すること
になる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約
毎に届出が必要です。
●届出の必要な取引

売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権お
よび賃借権の設定等
●届出期限
　契約締結日を含めて２週間以内
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問い合

わせください。
企画政策課（内線559）

市ホームページ



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0296-72-0844

笠間市商工会  茨城県笠間市笠間1464-3 ［受付時間］ 平日 8：30～17：15

かさまリフォーム工房
お問合せ・ご相談は
笠間市商工会内

笠間市内の専門業者で安心
ご相談・お見積は無料です。

REFORM RENOVATION
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10月29日（金）～31日（日）
　　午前９時～午後５時（最終日は午後４時まで）
問 市民センターいわま
内容：子どもたちの作品展示
　　　定期利用団体作品展示及びワークショップ
　日ごろ活動した学習の成果をぜひご覧ください。皆さん
のご来館をお待ちしています。
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止になる

場合もあります。
※笠間市民芸能発表会は、昨年に引き続き新型コロナウイ

ルスの感染拡大防止のため、中止となります。
笠間公民館（TEL.0296-72-2100）

　  友部公民館（TEL.0296-77-7533）
　  岩間公民館（TEL.0299-45-2080）

特設無料人権相談

10月５日（火）　午前10時～午後３時
問 市民センターいわま

水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

行政書士無料相談会

10月20日（水）　午後１時～４時
問 笠間市役所本所

秘書課（内線225）

くらしの相談

第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

10月10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（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第４日曜日

10月24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（TEL.090-3245-0880）

第13回　笠間市公民館まつりを
開催します。 第15回　かさま新栗まつり

　「笠間の栗」を広くPRするため、栗をテーマにした「第
15回かさま新栗まつり」を開催します。
　笠間の栗のモンブラン、焼栗や栗を使った様々なお菓
子・料理、栗に関連したハンドメイド商品を販売します。
小学生からアイディアを募り菓子店などの事業者が商品化
する「かさまの『栗』アイディアレシピコンテスト2021」
受賞作の販売などもあり、家族連れでも楽しめます。
　「新しい生活様式」を取り入れ安心して楽しめる『かさま
新栗まつり』にぜひご来場いただき、旬の栗をご賞味くだ
さい。

10月２日（土）・３日（日）　午前９時～午後４時
問 笠間芸術の森公園イベント広場（笠間市笠間2345）
アクセス：

【電車】JR常磐線「友部駅」から、かさま観光周遊バスで約
10分。またはJR水戸線「笠間駅」から、かさま観光
周遊バスで約15分。

【 車 】北関東自動車道「友部IC」から、国道355号に入り　
　　　 約10分。または「笠間西IC」から、国道50号に入り、

約20分。
※渋滞が予想されますので、市内の臨時駐車場（無

料）及びシャトルバス（有料）をご利用ください。
　詳しくは「第15回かさま新栗まつり」公式ホームページ
https://kasamashinkuri.wixsite.com/homeをご確認くだ
さい。
※今後の社会情勢を鑑みて開催を判断します。

笠間の栗を考える会（事務局：農政課内　内線526）
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①山崩れ

③土石流

②地すべり

茨城県農林水産部林業課　TEL.029-301-4056問

地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871問

　コロナ禍で外に出る機会が減り、健康状態の不調を感じたシニア世代も多いことかと思います。今後は予防接種率が上がり、
感染対策をしながらも、外に出る機会が少しでも増えてくるとよいですね。市では、身近な場所での介護予防の取り組みを進め
ています。今回、シルバーリハビリ体操、スクエアステップ教室の皆さんに対し、その効果についてのアンケートを行ったの
で、一部紹介します。

　地域の運動教室に参加している方の多くは、その効果を実感しています。
　シルバーリハビリ体操、スクエアステップ教室の他にもさまざまな運動教室がありま
す。いつまでも元気に生活するために、感染状況が落ち着いたら、近くの運動教室を探
して参加してみませんか？
　なお、シルバーリハビリ体操、スクエアステップ教室について知りたい方は、地域包
括支援センターまでお問い合わせください。

　近年、集中豪雨や台風等の気象災害の頻発化・激甚化に伴
い、全国各地で山地災害が発生しています。山地災害には主に
３つの発生形態がありますので、ご紹介します（図１）。

①山崩れとは
　雨水が地中に染みこんだり、地震などにより、山の斜面が
突然崩れ落ちる現象
②地すべりとは
　地下水などの影響により、粘土質の土をすべり面として山
の斜面がゆっくり移動する現象
③土石流とは
　山の斜面から崩れた土砂や谷の土砂・石などが、大雨等に
よって水と共に一気に下流に押し流される現象

　日本は国土が急峻で降雨が多いことから、私たちは常に山地災害の危険と隣り合わせに
暮らしていることを認識しておく必要があります。
　なお、県では、山地災害が発生するおそれのある箇所を「山地災害危険地区」として指
定しています。山地災害危険地区は、県林業課のHPや「いばらきデジタルまっぷ」で公
表していますので、皆さんのお住まいの地域における危険箇所の確認にご活用ください。

　次に地域の運動教室の参加者に対し、「教室に参加するようになってからの体調の変化」を聞いてみました。

～体を動かす効果～

健康状態はいかがですか（コロナ自粛前と自粛中）

運動教室参加後の変化「体の動きが楽になった」 運動教室参加後の変化「元気がでた」

地域の運動教室に参加してみませんか

最高に良い とても良い 良い

あまり良くない 良くない 全然良くない

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

自粛前

自粛中

20％減少

身近な危険を知る～山地災害について～

図１　山地災害の発生形態

※自粛中は、健康状態が良いと感じている人の
　割合が、約85％から約65％に減少

スクエアステップ参加者450名回答　～筑波大学大藏研究室調査～

シルバーリハビリ・
スクエアステップ参加者
1,738名回答　～笠間市調査～

シルバーリハビリ・
スクエアステップ参加者
1,728名回答　～笠間市調査～

あり
39%

あり
49%どちらかと

いうとあり
53%

どちらかと
いうとあり
41%

どちらかと
いうとなし
6%

なし 2% 未記入 0%
未記入 4%

※92％の方が、体の動きが
「楽になった」「どちらかと
いうと楽になった」と回答

※90％の方が、「元気がで
た」「どちらかというと元
気が出た」と回答

どちらかと
いうとなし
4%

なし 2%

外出自粛期間中でも、「夕方５時の
時報がなったら体操やウォーキングを
する」など、自宅で体を動かす習慣を
作るために、工夫を
することが大切
です。

（人）

きゅうしゅん

いばらきデジタル
まっぷ

県林業課HP
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金銭（5,000円～）の協賛をいただける企業及び団体
申込期限　10月29日（金）

応募資格：20歳以上65歳未満の健康な方
申込期限　10月29日（金）

協賛やボランティアも募集中！詳しくは上記へお問い合わせください。

【大会協賛企業募集】 【運営ボランティア募集】

笠間市民先行枠

一　般　枠

9月15日（水）午後８時～９月21日（火）締切

9月22日（水）午後８時～10月15日（金）締切申し込み
問い合わせ

申込・搬入期間：２月11日（金・祝）　午前10時 ～ 午後３時（時間厳守）     
搬入・展示会場：笠間市民体育館２階　（笠間市石井2068番地１）

資　　　　　格：笠間市在住者・出身者または本市に職域・活動拠点を持つ高校生以上の方    
部門と作品の大きさ：    

点　　　 　数：１人１点（１部門につき）。出品料：１人1,000円（１部門につき）。ただし、高校生は無料。　　
展　　　　 示：審査のうえ、入選作品のみを展示します。
展 覧 会 会 期：令和４年２月14日（月）～２月20日（日）　午前９時～午後５時（ただし、最終日は午後２時まで）　　
授　　賞　　式：令和４年２月20日（日）　午後２時～

笠間公民館　TEL.0296-72-2100問

　第46回笠間市民美術展覧会に出展する作品を公募します。最寄りの公民館に備え付けまたは、HPの申込用紙に記入の
上、作品とともに展示会場に提出してください。申込用紙は10月下旬には、HPでダウンロード、公民館窓口で受け取りで
きます。詳細は公民館窓口やHPにある開催要項を必ずご確認ください。

笠間市民美術展覧会 公募について

① 日 本 画

② 洋　　画

③ 彫刻立体造形

④ 工　　芸

⑤ デザイン

F４号以上、F50号以内

F８号以上、F50号以内（油彩、水彩、パステル、版画）

底面200㎝×200㎝、高さ300㎝以内、定量は総重量500kg以下

立体は100㎝×100㎝×100㎝以内、立体以外（平面）は200㎝×200㎝以内

４つ切以上（額縁またはパネル張り）

平面デザインやイラストはＢ4～Ｂ１サイズまで（簡易額装可）
立体は103㎝×103㎝×103㎝以内
企業名や商品名等は実名を使った作品や、市販のキット等を使った作品は不可

⑥ 書　　道

⑦ 写　　真

漢字　半切（はんせつ）、半切1/2
かな　半切（はんせつ）、半切1/2、全懐紙、半懐紙

部　　門 規　　　　格

（額装または軸装。縦書き、横書き自由）

※新型コロナワクチン接種の状況により笠間公民館に会場が変更となる場合があります。変更の場合は、笠間市HPにてお知らせします。

（未発表の作品、搬入・展示できるものに限ります。)

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、中止になる場合もあります。
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令和４年度笠間市内幼児・教育保育施設　園児募集一覧
受入
可能 施設名 入園願書

配布開始日 入園受付期間 運動会予定日 備　考

１号 ドレミ幼稚園
0299-45-3711

10月１日（金）
11月１日（月）～

定員になり次第終了

10月２日（土）
雨天：３日（日）

（未就園児競技なし）
公開保育、入園説明会　10月28日（木）

１号
２号
３号

認定こども園　
こじか幼稚園
◎３号受入対象：２歳児～
0296-72-6636　

10月１日（金）
〈１号〉

11月１日（月）～
定員になり次第終了

※
２
号
・
３
号
の
入
園
願
書
配
布
日
お
よ
び
受
付
期
間
は
保
育
所
・
園
と
同
様
で
す

10月８日（金）

（未就園児競技なし）

未就園児教室（バンビ）
毎週水曜午前９時30分～ 
日程はＨＰをご覧ください。
園見学を希望される方はいつでもご連絡く
ださい。

１号
２号
３号

認定こども園　
ともべ幼稚園
◎３号受入対象：１歳児～
0296-77-0311

10月１日（金）
〈１号〉

11月１日（月）～
定員になり次第終了

10月２日（土）
雨天：３日（日）

未就園児定員制
先着順

施設開放「自由に遊んで」（毎週 火） 
プレスクール（毎週 水・木・金）
※施設開放「自由に遊んで」・プレスクール 

いずれも定員制
10月９日（土）・23日（土）　入園説明会

１号
２号
３号

認定こども園
さくら幼稚園・
さくらんぼ保育園
0296-77-8182

10月１日（金）
〈１号〉

11月１日（月）～
定員になり次第終了

学年別に平日実施 

（未就園児競技なし）

入園説明会　
10月14日（木）・19日（火）・27日（水） 要予約
未就園児教室（火・水）・親子教室（木）
詳細はお問い合せください。

１号
２号
３号

認定こども園　
すみれこども園
0296-77-5098

10月１日（金）
〈１号〉

11月１日（月）～
定員になり次第終了

10月２日（土）
雨天：３日（日）

学年別時間割で実施

未就園児教室
（月１回実施。登録制、随時登録可）
入園説明会　10月21日（木）
※入園説明、見学はいつでも可（要連絡）。
運動会公開なし（新入園児のみ参加）

１号
２号
３号

認定こども園
岩間第一幼稚園・
ひまわりの杜保育園
0299-45-3293

 ９月１日（水）
〈１号〉

10月４日（月）～
定員になり次第終了

９月25日（土）
雨天：26日（日）

未就園児教室（毎週金曜日）
９月２日（木）　入園説明会

１号
２号
３号

認定こども園　
めぐみこども園
0299-45-2200

 ９月27日（月）
〈１号〉

10月４日（月）～
定員になり次第終了

本年度は公開なし
１日体験入園・給食体験・園庭開放していま
す（要予約）。
＊満３歳児入園の方は、ご相談ください。

１号
２号
３号

認定こども園　
大成学園かさまこども園
0296-71-5858

９月９日（木）
〈１号〉

10月１日（金）～
定員になり次第終了

10月１日（金）
保育体験、入園説明会　９月17日（金）
＊満３歳児入園の方は、随時ご相談ください。

１号
２号
３号

認定こども園　
大成学園いなだこども園
0296-71-7200

９月９日（木）
〈１号〉

10月１日（金）～
定員になり次第終了

10月２日（土）
雨天：３日（日）

保育体験・入園説明会　９月15日（水）
＊満３歳児入園の方は、随時ご相談ください。

２号
３号

くるす保育所
0296-72-0563

終了しました

２号
３号

ともべ保育所
0296-77-6105

 10月 ９日（土）
雨天：10日（日）
一般公開なし

２号
３号

大沢保育園
0296-77-1068

終了しました

２号
３号

みか保育園
0296-77-7928

本年度は公開なし

２号
３号

岩間保育園
0299-45-2019

10月 16日（土）
雨天：17日（日）

２号
３号

おしのべ保育園
0299-45-2696

10月２日（土）　

３号
小規模保育A　
すみれナーサリー　
0296-77-5098

実施なし

３号
小規模保育A　
いちご保育園
0296-72-9505

終了しました

３号
小規模保育A　
大沢すくすく保育園
0296-77-1068

終了しました
（大沢保育園と合同実施）

●問　子ども福祉課（内線162・163）

令和４年度　幼稚園・保育所（園）・認定こども園
入園申し込みの受け付けを開始します！

令和４年４月から幼稚園等の入園を希望する児童の申し込み受け付けを開始します。
新規・継続入園や認定区分（１号・２号・３号）によって申し込み方法が異なります。

10月１日（金）
※新規入所の

方は、子ど
も福祉課ま
たは各支所
福祉課でお
受け取りく
ださい。

※入園説明、見学はいつでも可能ですので、
各園に直接お問い合わせください。

　（要連絡）

[新規入所]
11月 １日（月）～
11月30日（火）

[継続入所]
11月 １日（月）～
11月30日（火）
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●高齢者インフルエンザ予防接種を実施

●小児インフルエンザ予防接種費用の一部助成

希望される方は、実施期間内に接種
してください。

実施期間：10月１日（金）～令和４年１月31日（月）
対 象 者：・満65歳以上の方（接種日現在）

・60～64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害を有する方（身体障
害者１級程度）

助 成 額：接種１回のみ1,500円（差額分は自己負担。接種費用は医療機関によって異なります。）
※対象者で生活保護世帯の方は自己負担が免除となりますので「生活保護受給証明書」を医療機関に持参してください。

実施方法：●65歳以上の方（接種日現在）※生活保護世帯の方を除く
①医療機関に予約。②健康保険証と問診を記入した「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」、「インフルエン
ザ予防接種済証」を持参し、接種。※「予診票」「予防接種済証」は、一部の方を除き介護保険料通知書に同封。③差
額分を医療機関の窓口で支払い。

●60～64歳で心臓・じん臓・呼吸器の機能または、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害を有する方 
　（身体障害者１級程度）
○市内医療機関で接種を希望する場合
①医療機関に予約。②健康保険証を持参し、医療機関備え付けの「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を
記入し、接種。③差額分を医療機関の窓口で支払い。
○市外医療機関で接種を希望する場合
①保健センターに「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を申請。（予診票の申請は、９月24日（金）から受
付）②医療機関に予約。③問診を記入した「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」と「インフルエンザ予防
接種済証」「健康保険証」を持参し、接種。④差額分を医療機関の窓口で支払い。

●生活保護世帯の方
①社会福祉課または各支所の福祉課で「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」と「生活保護受給証明書」を
申請。②医療機関に予約。③問診を記入した「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」と「インフルエンザ予
防接種済証」「生活保護受給証明書」を持参し、接種。

実施期間：10月１日（金）～　令和４年１月31日（月）
対 象 者：笠間市に住民登録のある１歳（接種日現在）から中学３年生
助 成 額：接種１回につき1,000円（差額分は自己負担。接種費用は医療機関によって異なります。）
助成回数：１歳～12歳…２回、13歳～中学３年生…１回
実施場所：インフルエンザ予防接種協力医療機関（医療機関については、市ホームページをご覧ください）
実施方法：①医療機関に予約。②当日は、「母子健康手帳」「健康保険証」を持参し、医療機関備え付けの「説明書」を読み、「笠間

市小児インフルエンザ予診票」を記入後、接種。③差額分を医療機関の窓口で支払い。
注意事項：接種には保護者の同伴が必要となります。何らかの理由で同伴ができない場合、あらかじめ保護者が「予診票」と

「説明書」を受け取り、予診票に接種の希望を保護者が自署したうえで、お子さんの健康状態を普段より熟知し、保
護者に代わる方が同伴してください。

　　　　　※市外医療機関での接種を希望される場合はお問い合わせください。

　１歳から中学３年生までのお子さんを対象に、インフルエンザ予防接種費用を助成します。予防接種では、インフルエンザへ
の感染を完全に防ぐことはできませんが、発症を抑えることや、発症しても重症化を防ぐ一定の効果があるとされています。希
望される方は、下記期間内に接種してください。

保健センター　TEL.0296-77-9145申問

※新型コロナワクチン接種をする方は、新型コロナワクチンを２回接種してから、２週間以上間隔をあけて、予防接種をして
　ください。
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エコフロンティアかさま監視委員会 実施日：７月29日

・施設の維持管理にかかる事項について、法令
および自主管理計画を遵守しているか確認し
た。

【ごみの受入投入方法】
・展開検査ヤードでごみの内容を検査し、クレ

ーンにより均一に混合していることを確認した。
・投入ごみの量が処理能力未満であることを確

認した（１日平均118.3ｔ）。
【炉の運転方法】
・自動燃焼制御装置により、一酸化炭素濃度が

維持管理目標値30ppm（100万分の30）以下
となるよう運転していることを確認した（１
号炉11ppm、２号炉10ppm）。

【ダイオキシンの発生防止】
・燃焼室の中で燃焼ガスを800℃以上に保ち、その後、燃焼室から出た燃焼

ガスを水噴霧により175℃以下に急速に冷却することでダイオキシン類の
発生を抑制している。排ガス中のダイオキシン類の濃度は、維持管理目標
値である0.1ng-TEQ/N㎥以下となっていることを確認した。

●問　環境保全課（内線126）

今月のキーワード
　「ダイオキシンの発生防止」
　ダイオキシン類が生成されやすい
温度は300℃～500℃。その温度帯
にならないよう、廃棄物の焼却施設
では燃焼中は800℃以上、燃焼後集
じん機への流入時は200℃以下で運
転するよう法令で定められています。


