笠間の栗

Column No. 188

今年も「笠間の栗」を求める多くの方に、生産農
家、加工所、道の駅、和洋菓子店等へ来訪していた

笠間の栗は全国的に知名度も上がり、マスコミ等

だきました。

でも数多く取り上げられています。特にモンブラン

コワーキングスペース
「IROHA」を
利用してみませんか。

コロナ禍で自宅での仕事にお疲れの方もいるので

はないでしょうか。

そんな方必見！笠間芸術の森公園近くにある、サ

テライトオフィスやオンライン会議の際に使用でき

建物内には、WiFiはもちろん、モニター等の

るコワーキングスペース「IROHA（イロハ）」。

ビジネスツールに加え、フリースナックやドリンク

一人で仕事するもよし、テレワークするもよし。

も用意されていて、快適に仕事ができます。

皆さんの用途に合わせて、ぜひご活用ください！
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市長コラム・今月のピックアップ
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の食べ歩きマップ「もんぶらり」は好評でした。も
ちろん品質や味も、生産者の努力により一段と向上
しています。
しかし一方で、課題もあります。主なものとして、
後継者不足、出荷額、品質の統一、むき手の確保、
加工用栗の確保等があります。
知名度が上がれば、当然出てくる課題です。
市としては現在、苗木の補助、規模拡大や販売戦
略等の支援を行っていますが、来年に向けて、むき
手の育成、もんぶらりのスタンプラリー、栗畑の事
業 承 継 等、 よ り 内 容 を 充 実 さ せ て、「 笠 間 の 栗 」 の
ブランド向上に努めていきます。
個人・法人等から、笠間で栗の栽培に取り組みた
いとの問い合わせも受けています。
一番大切なことは、品質の良い栗を安定的に生産
でき、農家所得の向上が図られることです。

所：笠間市笠間2255-３
話：090-1703-2259
（受付：10時～21時、土日祝日定休）
料金（税込）：一時利用（１時間）
800円
（１DAY） 2,000円
（イベント）5,000円／時
月極利用15,000円／月
（別途入会金15,000円）

住
電

市民の皆さんには、栗畑の貸し手としての情報提
供をお願いします。

コワーキングスペース「 I ROHA」

山口

伸樹
文・笠間市長
日本航空（JAL）が発行するJALカード会員誌『AGORA 9・10月号』でも笠間の栗が大きく取り上げられました。
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笠間中央公園

最近のまちの話題をお届けします

［表紙］
市内に住む多様な方々をイラスト
で表現しました。

［題字］
せき

し ほう

関 紫芳さん（書作家／大古山在住）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、一部コーナーの掲載を見送っているものがあります。

お知らせ
●窓口延長サービス
日曜日：市役所本所 8:30〜12:00
※年末年始（12月29日〜１月３日）を除く

市民課（交付業務のみ）、収税課（月末のみ）

※上記以外の窓口の延長は行っていません。

●SNS
最新の情報は
市公式SNSで
チェック！
メールマガジン

かさめ〜る

●12月の休日救急診療当番（9:00〜17:00）
毎週日曜
笠間市立病院
12月30日（木） 佐藤医院
ねもとクリニック
12月31日（金） 磯医院
にしぼり整形外科
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目次・お知らせ
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TEL.0296-77-0034
TEL.0296-72-0032
TEL.0296-77-7011
TEL.0296-74-4790
TEL.0299-37-6026

※平日夜間19:00〜21:00
（土曜日・祝日・年末年始を除く）
は笠間市立病院で
初期救急診療を行っています。
※当番医は変更になる場合がありますので電話確認の上、受診してください。
※急な病気で心配なとき、医療機関をお探しのときはご利用ください。
24時間365日対応です。
子ども救急電話相談 短縮ダイヤル #8000 または TEL.03-6667-3377
おとな救急電話相談 短縮ダイヤル #7119 または TEL.03-6667-3377
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ダイバーシティ
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北海道から移住
27歳

ステーキやアヒージョがおすすめです！

拓 隊員
かわしま

地域おこし協力隊とは？

研修中の椎茸農園で今年も椎茸の収
穫が始まりました。今年も肉厚で大き
月に入ってから涼しかったことも

年ほど前
栽培は原木栽培よりも香りや味が劣る
とも言われていますが、菌床の配合や
栽培方法を毎年研究し、原木栽培でも
なかなか作れないような肉厚で味の濃
長い時間をかけて笠間市の特産の一

い椎茸を栽培できるようになりました。
つとなったこのジャンボしいたけ。し
っかりと学んで栽培技術や想いを未来
の笠間市に繋いでいこうと思います。

地域おこし協力隊とは︑総務省が平成 年度から取り組んでいる制度で︑都市部の意欲ある

21

人材が地方へ移住︵最長３年︶し︑地域力の維持・強化を目的とした支援活動を行うものです︒

フェイスブックも
ご覧ください
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まちおこしのスパイス
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い椎茸が次々と育っています。
あり、例年より早く収穫が始まったの
で、道の駅かさまのオープン時にも地
域おこし協力隊として岡本隊員と出店

つ

し、たくさんの方に直接販売すること
ができました。
椎茸には原木栽培と菌床栽培の

続けられないことを理由に

木を運ぶ作業は重労働で年齢的に長く

木栽培で椎茸を作っていましたが、原

います。研修先の農園では、以前は原

ジャンボしいたけは菌床栽培で育って

クで椎茸を栽培する方法です。笠間の

を固めて作った菌床と呼ばれるブロッ

で、菌床栽培とは、広葉樹のおがくず

樹の丸太に椎茸の菌を打ち込む方法

か。原木栽培とは、クヌギなどの広葉

の作り方があるのをご存じでしょう

2

から菌床栽培に切り替えました。菌床

20

ホームページが
完成しました！

企業誘致・移住推進課（内線592）

問
●

ひらく

川島
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ま ち お こしのスパイス

ジャンボしいたけが
旬を迎えています！

からだと
向き合う

歯と口腔の健康
マスクの下の口呼吸に注意！

終わりの見えないコロナ禍で、マスクを外せない日々が続いています。人は本来、鼻で呼吸しますが、マスクを着ける
ことでの息苦しさから
「口呼吸」
になりやすいと言われています。マスクの下で口呼吸になっていないか、
注意が必要です。
１．「口呼吸」のデメリット
①肺にウイルス・細菌が侵入しやすい
鼻呼吸であれば、鼻の入り口にある鼻毛がほこりや花粉をせき止め、さらに奥の粘膜の表面に生えた線毛が
ウイルスや細菌などの侵入を防ぎます。しかし、口呼吸の場合、鼻よりも防衛機能が落ちるため、吸い込ん
だ異物が直接肺に取り込まれやすくなります。
②唾液が減少し、細菌が増殖する
唾液には健康を保つ大切な働きがあり、１日１～１．
５リットルが分泌されます。
口呼吸での乾燥により量が減ると、口腔内の細菌が増加し、細菌や汚れを洗い流す作用も低下し、
「むし歯
になりやすい」
「歯周炎になりやすい」
「口臭が強くなる」など、口腔にさまざまな影響が出ます。
２．ウイルスの侵入に負けない身体づくりのために口の環境を整える
唾液の中の免疫物質は、口の中に侵入したウイルスに対し、口腔粘膜への付着を防ぎます。また、唾液の自
浄作用によってウイルスは洗い流されます。“唾液パワー”をしっかり機能させるには、唾液をしっかり出すこ
とと、お口のケアが大切になります。
①唾液をしっかり出す
・よく噛んで食べる
・お口の体操をする
②歯周病菌を減らす・増やさない！お口のケア
・デンタルフロスや歯間ブラシを使う
・舌を清掃する
・義歯（入れ歯）を清掃する
・歯科医院で定期的な検診や専門的なクリーニング（プロフェッショナルケア）を受ける
３．「お口の体操」で“唾液パワー”を高めよう
お口の体操をすることで、口の機能低下を防ぐとともに、唾液が出やすくなります。
ウイルス感染の防衛機能（免疫力）をアップさせるためにも、毎日行うことをお勧め
します。
※誰でも簡単にできる「マスクをしたままでできる お口の体操」の方法が、
日本歯科衛生士会のホームページからダウンロードできます。
問
●

保健センター

日本歯科衛生士会HP

TEL.0296-77-9145

ご相談の際は、まずお電話を!
現在「やさしい保険プラザ」は仮事務所で営業をしています。
相談はどうしたらいいの？
ご相談の際は、ご自宅やお近くのファミリーレストランなど、お客
様のご都合の良い場所にて対応させていただいております。
もちろん、お電話でのご相談や資料のご郵送もお受けしています。
まずは、お気軽に電話ください！
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からだと向き合う
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☎0296-71-9050

新型コロナワクチン接種情報
新型コロナワクチン接種は11月末で終了となります
ワクチン接種に関するご相談は、健康増進課感染症対策室にご連絡ください。
今後の新型コロナワクチン接種業務および新型コロナウイルス感染症対策の円滑な推進のため、
令和３年11月１日から健康増進課内に感染症対策室を設置しました。

ＳＴＯＰ！ワクチン差別
ワクチン接種を受けたくてもさまざまな事情により受けられない方もいます。
ワクチン接種は強制ではありません。職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない方に差
別的な扱いをしないよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

差別を受けたり見かけたりしたときは
人権に関する相談窓口

職場でのいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口

・みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）

・茨城労働局総合労働相談コーナー

TEL.0570-003-110

TEL.029-277-8295

・子どもの人権110番

午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）

TEL.0120-007-110
いずれも午前８時30分～午後５時15分（平日のみ）

ワクチン接種後も感染症対策を！
ワクチンを接種することで、新型コロナウイルス感染症の発症だけでなく、感染自体を予防する効果も示唆
するデータが報告されています。しかしその効果は100%ではありません。
あなたや、あなたの周りの方を守るために、マスクの着用・３密の回避・石けんによる手洗いや手指消毒な
ど、引き続き感染予防対策の継続をお願いします。

問
●

健康増進課感染症対策室

広告

市民講座 屋根・外壁
塗り替えセミナーを
開催します

全国各地で年間400回以上

市 民 講 座 運 営 委 員 会が︑
このた
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の市民講座を開催してきた︵一社︶

び︑後悔しない塗り替え施工のノ

ウハウを 聞ける 市 民 講 座 を 開 催

する︒参 加 無 料だが︑電 話 申し 込

専 門 知 識や 技 術が必 要 な 為 ︑施

みが 必 要 ︒屋 根・外 壁の 塗 装は ︑

工 業 者に全てを任せざるを得な

者が 仕 様 を 守 ら ず︑不 良 施 工に

いが︑専門知識を持つ筈の施工業

なるケースが発 生している︒
その

為 ︑信 頼 できる 業 者 を 選 択 する

為に消 費 者にも 正しい知 識を身

に付ける 事が求められている︒
そ

技 能 士が解 説するスクリーン 映

こで︑
この市 民 講 座では一級 塗 装

像を使い︑正しい塗装知識を詳し

申込 （一社）市民講座運営委員会
☎0120-689-419（９時〜18時）

く分かりやすく説明する︒

開 催 情 報

会場 地域交流センターともべ「トモア」
○11月30日（火）
時間 午前
9時30分〜11時30分
午後 13時30分〜15時30分
○12月 5日
（日）
時間 午前
9時30分〜11時30分
午後 13時30分〜15時30分
※受け付けは15分前から

TEL.0296-77-9145

ワクチン情報
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11月の納税等

しっとく日和

情報

納期限：11月30日（火）
●国民健康保険税（５期）
●後期高齢者医療保険料（５期）

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。

※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。

※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。

日時

子育て

教育

スポーツ

子育て支援センター（祝日は休み）
『みつばち』
（笠間／かさまこども園内）

月～金曜日（午前９時30分～午後４時）

『かんがるー』
（友部／笠間市児童館内）

月～金曜日（午前９時30分～午後４時）

『くりのこ』
（岩間／市民センターいわま内）

月・水・木・金曜日（午前10時～午後４時）
子ども福祉課（内線165）

くらしの相談
特設無料人権相談

展覧会

申し込み

イベント

問い合わせ

相談

お知らせ

茨城県近代美術館
企画展「上田薫とリアルな絵画」
殻から落ちる生玉子をはじめ、身近なものの姿をリアル
うえだ かおる

に描き出すことで知られる上田薫（1928～）の仕事を振り

返るとともに、現代の作家たちによるリアルな絵画表現を
紹介します。

10月26日（火）～12月12日（日） 月曜休館

午前９時30分～午後５時（入場は午後４時30分まで）

一般870円／満70歳以上430円／高大生610円／
小中生370円

※団体割引あり

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持
参の方は無料

※11月13日（土）茨城県民の日はすべての方が入場無料

水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

★WEB予約をおすすめします。

行政相談
12月15日（水） 午後１時～午後３時
笠間市役所笠間支所

問

講演

料金

12月15日（水） 午前10時～午後３時
笠間市役所笠間支所

問

募集

問 場所

秘書課（内線225）

※12月４日（土）は満70歳以上の方は入場無料

当館ホームページで「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

TEL.029-243-5111

行政書士無料相談会
12月15日（水） 午後１時～午後４時
笠間市役所本所

問

秘書課（内線225）

上田薫「玉子にスプーン B」
1987年 茨城県近代美術館蔵

LPガス販売店は、みな様のくらしを見守り続けています。
ガス機器の調子はいかがでしょうか？お気づきの点がありましたなら、
お気軽に販売店へお声かけください。
最新式の高効率ガス機器等などご相談お受けいたします。
リフォームなど工事を予定される場合は、ガス事故防止のため販売店へ
ご連絡ください。
詐欺や悪質な勧誘など不審に思われたら、
どうぞお取引の販売店にご連絡ください。
11

しっとく日和
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茨城県高圧ガス保安協会
笠間支部
（LPG保安センター内）

0296-72-5084

土地寄附受け入れについて
土地の寄附について、財務規則に定めるもののほか、寄附受入の基準を明確にして、受入要件を満たした土地についての
寄附行為を受けるため、ガイドラインを策定し、本年9月から運用を開始しました。

寄附受入要件概要
寄附受入要件

具

体

例

土壌汚染等のおそれがない
・維持管理経費等が著しく市の財政的な

土留擁壁等の法面補強が必要ない
木の伐採や除草作業等に多額の費用を要しない

負担とならないこと

建築物や工作物がある場合は使用可能である
境界が確定しており、境界を杭等で現地確認できる
隣接地と係争等がなく、全ての隣接地権利者から同意がある（書面）
・係争の原因となるおそれがないこと

所有権以外の権利（抵当権・地上権・差押等）が登記されていない
申請地の権利者が明確であり、全ての権利者の承諾がある（書面）
申請者および土地の権利者が反社会的勢力に属していない
一筆の土地であり、その半分や一部分でない
私的な財産（上下水道管やガス管等）が埋設されていない

・土地利用の制限がないこと

土地の面積の３割を法面・三角地等が超えていない
一筆もしくは寄附面積が200㎡ 以上である
建築基準法の幅員４m以上の道路（私道は除く）に２m以上接している

ガイドラインの詳細はホームページからご確認ください。

問
●

ホームページ

資産経営課（内線571）

友部駅前フリーマーケット
天狗の郷
バザール
de
いわま

第４日曜日

12月12日（日）
午前９時～午後３時

12月26日（日） 午前９時～午後１時

問 地域交流センターいわま
「あたご」
問

根本（TEL.090-3009-7883）

第２日曜日

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）

裏 返し

3,000円

（税込）

畳表替え ……4,290円〜
襖張替え ……3,080円〜
障子張替え（大）…1,958円
アミ戸張替え（大）…2,310円

︵税込︶

早めに大掃除を
しましょう！！

◎オーダーカーテンもやってます

住まいの 塗り替え
承ります。

㈲中嶋塗装工業
石岡市半ノ木１４１５９-5

TEL 0299-57-1641

中嶋塗装

検索

現地調査・お見積り無料 お気軽にご相談下さい。
広報かさま 2021年11月号
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119番映像通報システム（Live119）の
試行運用を開始しました
笠間市消防本部（いばらき消防指令センター）では、10月１日からスマートフォンでの「119番映像通報システム
（Live119）」の試行運用を開始しました。音声のみの通報では伝えることの難しい傷病、火災や事故の状況につい
て、消防と通報者の方のスマートフォンを接続することにより、映像でリアルタイムに伝えることができます。
※119番通報の際に119番映像通報システム（Live119）を利用した映像伝送の協力をお願いすることがあります。
※スマートフォンの設定、アプリのバージョンによっては利用できない場合があります。
※映像送信にかかる通信料は通報者の負担となりますのでご了承ください。

消防指令員が通報者に対し、
Live119による映像伝送のご
協力をお願いします。

了承いただくと、消防指令員が
通報者の電話番号宛にショート
メッセージ（SMS）を送信しま
す。

撮影を開始します。

撮影している映像は消防指令員へ
伝送されます。消防指令員が現場
の状況を映像で確認します。

Live119ではマイクやカメラ、
位置情報を利用します。設定
の許可をして次へ進みます。
問

消防本部警防課

REFORM RENOVATION

笠間市内の専門業者で安心
ご相談・お見積は無料です。

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

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
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通報者は撮影前の注意事項
を確認し、承諾すると次へ進
みます。

メッセージを受信した通報者
は、メッセージを開きURLを
タップします。ウェブブラウザ
からLive119を起動します。

TEL.0296-73-0119

創業96年

トータルリフォーム

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

嶋 田 畳 店

畳制作一級畳技能士
職業訓練指導員
品質管理責任者

畳表替え ￥4,000〜

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

嶋

田

和

也

0296-77-3091

老齢基礎年金の年金額を増やすために

国民年金「付加年金」制度を利用しませんか？
≪国民年金付加年金とは≫
国民年金の保険料のほかに付加保険料を納めると、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度で、
老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金です。
付加保険料の納付は申し込んだ月分からとなり、支払った保険料は全額社会保険料控除の対象となります。

○付加保険料は、月額400円です。
【定額保険料16,610円（令和３年度）＋付加保険料400円】
○付加年金の受給額（年額）は、200円×「付加保険料を納付した月数」です。

付加年金を希望される方は加入の手続きが必要です。
年金手帳をご持参のうえ、窓口でお申し込みください。
対象者：国民年金の第１号被保険者と任意加入被保険者（65歳以上の方を除く）です。
※国民年金基金に加入している方は利用できません。
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73182）

ＳＡＭＡ
ＥＴＯＷＡ ＫＡ
宿泊

子育て世帯の特別宿泊プラン

長期化する新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て
世帯のリフレッシュを目的に、ETOWA KASAMAとの連携により、
市内の子育て世帯を対象にした特別宿泊プランの提供を行います。
期

間：11月１日～令和４年３月31日
平日のみ（月～金宿泊分）

対

象：市内在住で高校生以下の子どもを養育する世帯。

料

金：宿泊者の負担金額は大人１人１万円、高校生以下の子どもは無料。
※他の補助金との併用はできません。
※その他、特典あり

予

約：ETOWA KASAMA公式ホームページより
https://www.cigr.co.jp/etowa/kasama/

※実施期間内であっても、予算限度額に達ししだい、終了となります。
問
●

企画政策課（内線556）

この枠に広告を掲載してみませんか？

市民に的を絞った効果的な
周知が期待できます詳細はこちら▶
掲載料金 27,000部発行 広報かさま

小サイズ
（45㎜× 85㎜）10,470円／月
大サイズ
（45㎜×170㎜）
20,950円／月

※消費税10％の場合の料金です。

【問合せ】笠間市役所 秘書課 TEL.0296-77-1101

畳・襖・障子貼替え受付中

住宅のお困り事、何でもご相談ください！
トイレ・浴室・キッチン・水廻り・外壁塗装
屋根・壁紙・カーテン・畳・建具 などなど
創業160余年の信用と実績

お電話ください
ひたちなか店 ひたちなか市高場2332-1

イシイ の い ぐ さ

☎ 0120-141-593

石 岡 本 店 石岡市大谷津3-10
つ く ば 店 つくば市高野台3-20-1

広報かさま 2021年11月号
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公共下水道使用料および
農業集落排水施設使用料を改定します
令和４年４月から

笠間市では生活に直結する汚水処理事業による住民サービスの充実を目指し、供用開始した平成４年から料金の値上げを
せずに運営を行ってきました。
また、経営の健全化に向けて、これまでコスト削減などの取り組みを実施してきましたが、それでも経営状況を改善でき
ない状況にあるため、このたび公共下水道使用料および農業集落排水施設使用料を改定します。

使用料改定の目的
財源不足を多額の一般会計繰入金に頼っていて、下水道受益者と非受益者との間に税金使途における不均衡が生じ
ています。この解消を図るため、受益者負担の原則に基づき、一般会計繰入金の削減を図るとともに、今後の汚水処
理事業の持続に向け、事業に必要な自主財源の確保を目指します。

使用料体系

※消費税別

基本料金（２ヶ月につき）
区

分

一般汚水

浴場汚水

金

汚水量

20㎥まで

20㎥まで

額

新

3,220円

3,220円

超過料金（１㎥につき）
汚水量

旧

2,800円

2,800円

金
新

額
旧

20㎥を超え40㎥まで

161円

140円

40㎥を超え60㎥まで

172円

150円

60㎥を超え200㎥まで

184円

160円

200㎥を超えるもの

195円

170円

46円

40円

20㎥を超えるもの

使用料早見表【一般汚水】※2ヶ月当たり・消費税込み
使用水量

新使用料金

現行使用料金

差額

～20㎥

3,542円

3,080円

462円

25㎥

4,427円

3,850円

30㎥

5,313円

35㎥

使用水量

新使用料金

現行使用料金

差額

60㎥

10,868円

9,460円

1,408円

577円

70㎥

12,892円

11,220円

1,672円

4,620円

693円

80㎥

14,916円

12,980円

1,936円

6,198円

5,390円

808円

90㎥

16,940円

14,740円

2,200円

40㎥

7,084円

6,160円

924円

100㎥

18,964円

16,500円

2,464円

45㎥

8,030円

6,985円

1,045円

110㎥

20,988円

18,260円

2,728円

50㎥

8,976円

7,810円

1,166円

120㎥

23,012円

20,020円

2,992円

55㎥

9,922円

8,635円

1,287円

130㎥

25,036円

21,780円

3,256円

下水道の必要性をご理解ください
皆さんの自宅などから排出された汚水は、下水道施設を通って、浄化センターできれいな水となり自然界を循環します。
下水道を整備し、皆さんに使っていただくことで、衛生的な生活環境を築くことが可能となっています。
この快適な生活環境を保ち、さらには高度な汚水浄化による自然環境の維持・改善のためには、下水道事業の安定した経
営を行う必要があります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

問
●
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下水道課（内線71130、71111）

医療費の適正化にご協力をお願いします
国民健康保険は、皆さんの国民健康保険税などで運営されています。医療費の適正化にご協力をお願いします。
相談が必要と思われる方には、保健師が訪問させていただく場合があります。

〜柔道整復師
（整骨院・接骨院）の正しいかかり方〜
柔道整復師による施術には、国民健康保険の利用に制限があります。

＜保険証が使えないとき＞

＜保険証が使えるとき＞

・日常生活における単純な疲労や肩こり・腰痛等
・病気（神経痛・リウマチ･五十肩等）による痛み
・脳疾患後遺症等の慢性病
・症状の改善がみられない長期の施術
・スポーツなどによる肉体疲労
・交通事故や仕事中に起きた負傷
・保険医療機関（病院など）で同じ負傷を治療中

外傷性の原因による
・打撲
・ねんざ
・挫傷（肉離れ等）
・骨折・脱臼（緊急時以外は医師の同意が必要）

●注意事項
・負傷原因を正確に伝えましょう。
・療養費支給申請書の内容をよく確認してから署名しましょう。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けましょう。
・領収書は必ずもらいましょう。

〜鍼灸師の正しいかかり方〜
国民健康保険を利用して施術を受けるときは、医師の同意書が必要となります。国民健康保険が利用できる疾病は
次のとおりです。

＜はり･きゅう＞

＜マッサージ＞
関節が自由に動かない、
筋肉が麻痺しているなど
の症状があり、治療上
マッサージが必要と認め
られた場合

神経痛、リウマチ、腰痛症、
頸腕症候群、五十肩、
頸椎捻挫後遺症

〜ジェネリック医薬品を活用しましょう〜
ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格のお薬です。
価格は新薬より３〜５割程度安くなる場合が多く、自己負担額を節約できるというメリットがあります。

＜ジェネリック医薬品希望シールを配布しています＞
シールを保険証に貼れば、手軽に意思表示できます。
ぜひご利用ください。
配布窓口：保険年金課、各支所市民窓口課

問

価格や使用などについては、
医師・薬剤師とよく相談
してください

保険年金課（内線140）
広報かさま 2021年11月号
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秋の全国火災予防運動
11月９日
（火）から11月15日
（月）
まで秋の全国火災予防運動が実施されます。
令和２年中、火災により全国で1,321名の方が亡くなりました。市民のみなさん、火の用心をお願いします。

問

消防本部予防課・笠間市防火管理協会・笠間市危険物安全協会

エコフロンティアかさま監視委員会

TEL.0296-72-0874

※書面開催

【書面による開催】
・場内雨水を貯留している防災調整池からの排水は、すべての
・令和３年９月の監視委員会は、新型コロナウイルス感染拡大
項目で排水基準値を下回っていた。
の影響により書面での開催となった。
・溶融処理施設からの排ガスは、すべての項目で自主基準値を
【報告内容】
満たしていた。
・令和３年６月〜８月における施設モニタリング、排ガスの維
今月のキーワード「最終処分場での埋立処分」
持管理および浸出水の放流について、事業団より提出された
令和３年６月から８月にかけて、エコフロンティア
報告書を確認した。
かさまの最終処分場で埋立処理した廃棄物は37,853ト
・放流水について、すべての項目で放流基準値を下回っていた。
ン。廃棄物の内訳は、がれき類およびガラス・陶磁器く
・４か所のモニタリング井戸について、環境基準項目ではすべ
ず・コンクリートくずの割合が大きくなっています。
ての項目で基準値を下回っていた。水道水質基準項目では、
総鉄・総マンガンにおいて基準値を超過していたが、過去と
問 環境保全課（内線126）
比較して大きな変動はなかった（飲用には供していない）
。
●
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かさま

TEL.0296-72-5046

ツイッター @kasama_klib

ともべ

TEL.0296-78-1200

ツイッター @tomobe_klib

いわま

TEL.0299-45-2082

ツイッター @iwama_klib

図書館

書籍・CD・DVD

★岩間図書館リユースフェア開催のお知らせ

日
時 11月28日（日） 午前９時30分～午後３時
場
所 市民センターいわま ２階 会議室
留意事項 ・開催当日は、午前９時から整理券を配布します。午前９時30分から11時は整理券をお持ちの方のみの入場と
なります。午前11時30分以降は自由入場となりますが、混雑時は入場制限する場合があります。
・マスク着用、自宅での検温、手指消毒をお願いします。
・資料を持ち帰る袋等をご準備ください。
・１冊10円程度の協力金をお願いします。事前に小銭をご用意ください。
・営利目的での利用は固くお断りします。

★年末年始休館と３週間貸出について
年末年始の開館日は以下のとおりとなります。
12月
22日（水）

23日（木）

笠

間

開

館

休

館

友

部

休

館

開

館

岩

間

開

館

休

館

笠

間

友

部

岩

間

24日（金）～26日（日）

館

休

通常どおり

12月29日（水）～令和４年１月３日（月）
休

27日（月）

28日（火）
午前９時

館

〜午後５時

令和４年１月４日（火）
午前10時〜午後５時

年末年始の休館にともない、12月15日（水）から28日（火）まで貸出期間を３週間に延長いたします。

各館の行事予定

ともべ ◆おはなし会（０歳～３歳向け
12月 2日（木）
『さよなら

午前11時～）

さんかく』ほか

12月16日（木）
『クリスマスのかくれんぼ』ほか

◆おはなし会（４歳～小学生向け 午後２時～）

12月 5日（日）来てのおたのしみ！〈すみれのＷＡ！〉

◆ギャラリー

かさま ◆おはなし会（０歳～３歳向け

午前11時～）

12月 3日（金）
『おふとんかけたら』ほか

12月17日（金）
『まどから★おくりもの』ほか

◆おはなし会（４歳～小学生向け 午後２時～）

◇11月23日（火・祝）〜12月 5日（日）
「野鳥写真・短歌展示」水戸野鳥の会

◇12月 7日（火）〜12月19日（日）
「写真展示」茨城写真連盟笠間支部

12月 5日（日）
『はっはっはくしょーん」ほか

〈箱田エプロン・ママーズ〉

12月12日（日）
『どろんこハリー』ほか〈たんぽぽ〉

12月19日（日）
『ジョン君とおはなし』ほか〈語り部の会〉
12月26日（日）
『そらはだかんぼ！』ほか〈アイアイ〉

◆ギャラリー

いわま ◆おはなし会（０歳～３歳向け

午前11時〜）

12月 9日（木）
『たのしいクリスマスのじゅんび』ほか
＊場所：岩間子育て支援センター くりのこ

◆おはなし会（４歳～小学生向け 午後２時～）

◇おはなしのとびら

『「かさましこ〜兄弟産地が紡ぐ “ 焼き物語 ” 〜 」展』
11月26日（金）～令和４年１月25日（火）

12月11日（土）
『おかしなかくれんぼ』ほか〈めだかクラブ〉
12月25日（土）来てのおたのしみ！〈めだかクラブ〉

※各館の行事は、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。
広報かさま 2021年11月号
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Ｉは国際交流協会の聞き手
現住所：笠間市旭町

では、さっそく始めましょう。
長男（２か月の赤ちゃん）
族：奥さん
家

Ｆは外国人の声です。

パラナ

I

はい、結婚して笠間市に来ました。

その後、結婚することになったのですね。

アレシャンドレさん、こんばんは。今回は

I

F

月に

リモートでインタビューさせてください。

子どもが生まれ、今はどこにも行かず、子ども

はい、赤ちゃんがいるのでリモートの方が

F

の為にもステイホームしています。アンも私も

今育児がとても楽しいです。

赤ちゃんが生まれたのですね。おめでとう

I

I

安心です。

7

ありがとうございます。まだ か月です。

ケンジちゃんは日本人の名前ですね。

とうございました。

交流協会に相談してくださいね。今日はありが

子育てで何か困ったことがあったら、国際

ございます。
F

I

はい、私はブラジルで生まれましたが、祖

こ

え

み

き むら

マルコム・ケンジ・タキナミと名付けました。

F

父母は日本人で、ブラジルの日系 世です。父
と母も日系 世で子どものころは日本語で育ち

歳で日本に来て、千葉県で就職しました。

何歳の時日本に来たのですか。

本に行って働こうと決めていました。
I
F

奥さんのアンさんとはどのようにして友達

海道市（現常総市）に住んでいました。
I

私は日本語が苦手なのですが、アンはフィ

になったのですか。
F

リピン人でお互いに日本語で話さなくてもよい
こともあり、友達になることができました。友
達になったころは、離れた所に住んでいたので、
メールで話しました。私はポルトガル語、アン
は英語でのメールでしたが、翻訳機能がついて
いたので、同じ言語同士で話さなくてもコミュ

木村 美枝子 TEL.090-2761-8711

問 （一社）笠間市国際交流協会
●

2

3

ました。高校を卒業したら日系３世のビザで日

2

その後、父と母も日本に来て家族で茨城県の水

19

ニケーションが取れました。

広報かさま 2021年11月号
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タキナミ・アレシャンドレ・タデウさん
出身地：ブラジル

Face
to

笠間市に住んでいる
外国人のお顔を拝見してお話をしてみました

Face

笠間市に住んでいる外国人に登場してもらい、母国の文化、
笠間市の地域の人との交流、異国での子育て、仕事のこと、
将来の夢などを語ってもらいます。

※取材時は緊急事態宣言中であったため、リモートでインタビューを行いました。

笠間市在住の外国人

左から、アレシャンドレさん、妻のアンさん

子どもとの初めての家族写真

台湾から日台友好のマスク
２万枚が届けられました
９/18
台湾から笠間市に対しマスク２万枚が届けられました。マ

スクは、新型コロナワクチンを無償提供したお礼として日本

に124万枚寄贈されたもので、笠間台湾交流事務所を設置す
るなど友好な国際交流を行っていることから、笠間市にも贈
られました。

市内の小中学校および義務教育学校に配布し、有事の際の

備品として有効に利用させていただきます。ありがとうござ
いました。

こんな出来事ありました

県産材のぬくもりを感じる
贈り物

９/22

農林中央金庫と茨城県森林組合連合会から、道の駅かさま

にサークルベンチと陳列棚を寄贈いただきました。このサー
クルベンチと陳列棚は、県産材を使用して作られていて、木

岩間中学校生徒会の皆さん

のぬくもりと香りを感じることができます。

多目的広場と、カフェスペースに設置されていますので、

道の駅かさまに
レトロなポストが登場

道の駅にお越しの際はぜひご利用ください。

９/24
道の駅かさまに郵便ポストが設置され、寄贈式が行われま

した。このポストは、市から日本郵便株式会社に寄贈したも
ので、レトロな雰囲気の懐かしい丸形のポストです。

笠間朱色で塗られたこのポストは、笠間市オリジナル。も

ちろん手紙やハガキを投函できますので、旅の思い出を送っ
てみてはいかがでしょうか。

サークルベンチ。左から、茨城県森林組合連合会 川野代表理事会長、
山口市長、農林中央金庫関東業務部 星野茨城県担当部長

左から、笠間郵便局 寺門局長、山口市長、笠間大町郵便局 田中局長

陳列棚

広報かさま 2021年11月号
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健康・運動による
活力あるまちづくりに向けて

笠間焼作家が英国と技術交流

９/29

９/24

全国にスポーツクラブや介護リハビリ施設などを展開する

笠間焼作家と英国一大陶磁器産地にあるスタッフォードシ

株式会社ルネサンスと笠間市は「健康・運動による活力ある

ャー大学が、リモートで技術交流を行いました。今回は笠間

この協定に基づき、11月から総務省の地域活性化起業人

の技術をレクチャー。トークセッションも行われ、お互いの

まちづくりに向けた連携協定」を締結しました。

制度を活用し、笠間スポーツコミッションに携わる人材が笠
間市に派遣される予定です。連携と協力により、健康長寿と
活力あるまちづくりを推進します。

ふくの みちたか

焼作家の福野道隆さんが講師となり、現地の学生などに作陶
知識を交換しました。

この交流は、英国ストークオントレントの陶磁器フェア
「ブ

リティッシュ・セラミック・ビエニアル」にあわせて行った
もので、笠間焼も出展されています。

左から、山口市長、（株）ルネサンス 岡本代表取締役社長
福野さんによるレクチャーの様子

地元への想いに感謝

筑波海軍航空隊慰霊の集いが
行われました

10/６
明治安田生命保険相互会社から新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のために役立ててほしいと、521,000円の寄附を
いただきました。

昨年に引き続き、
「私の地元応援募金」として、従業員の方々

の募金と会社からの寄附により贈られたものです。寄附金は
基金に積み立て活用させていただきます。ご厚意に感謝申し
上げます。

左から、明治安田生命水戸支社笠間営業所
関原所長、山口市長

21
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大塚支部マネージャー、
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９/26
先の大戦で戦死された方に対して追悼の意を表するととも

に、恒久平和を祈念する慰霊の集いが、２年ぶりに行われま
した。

県立こころの医療センター敷地内にある慰霊碑の前で、参

加者の皆さんが、それぞれの思いを込めて黙とうを捧げると
ともに、恒久平和を願いながら献花を行いました。

献花の様子

最近のまちの話題をお届けします

HOT PEOPLE
畑岡奈紗選手
ホールインワン×2！
米ツアー５勝目

100歳おめでとうございます
９/27

９/16

米女子ゴルフツアー「ウォルマートNWアーカンソー選

市長が100歳の皆さんと市内最高齢の方を訪問し、長寿を

はたおか

手権」の最終日、12アンダーの首位タイでスタートした畑岡

祝う褒状と記念品を届けました。「好き嫌いなく何でも食べ

米ツアー今季２勝目・通算５勝目を挙げました。

前の通学路の掃き掃除を日課にされている方もいらっしゃい

なさ

奈 紗選手がスコアを４つ伸ばし、通算16アンダーで優勝。
同選手権は、畑岡選手が米ツアー初優勝を飾った思い出深

い大会で、初日の11番ホールと２日目の６番ホールで二日
連続のホールインワンを達成する快挙で優勝に花を添えまし
た。

るよ」という方が多く、食事はご自分で作っている方、家の
ました。

今年度笠間市では27名の方が100歳を迎えられます。皆さ

んこれからも元気でお過ごしください。

100歳を迎えられた野澤さん（写真右）

笠間中央公園の愛称を
考えてくれた皆さんを表彰

市役所に胡蝶蘭を届けてくれた畑岡選手のお父さん（写真左）

10/１

1,216頁に織り込まれた
150万字の生活史の海

10月１日に「笠間中央公園」が開園し、愛称を考えてくれ

10/４
笠間市出身で、
出版社「筑摩書房」で編集者をされている、

しばやま ひろき

た皆さんへ、市長から表彰状が手渡されました。

愛称の募集では約300件の応募をいただき、公園と公園内

３エリアの４つの愛称が選ばれました。たくさんのご応募を

柴山浩紀さんが担当された本「東京の生活史」を市に寄贈い

いただき、ありがとうございました。皆さんぜひ遊びに来て

を訪れ、
「ぜひ笠間市の皆さんにも読んでいただきたい」と、

■表彰された愛称

しばやま ひろみつ

ただきました。浩紀さんのお父さんの柴山博光さんが市長室

ください！

本が手渡されました。

・公園名：笠間中央公園

市内図書館で貸し出していますので、ぜひお読みください。

左から、柴山さん、山口市長

・エリアの名称：ふらっと広場、にこにこ広場、みんなの広場

表彰式の様子

広報かさま 2021年11月号
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シリーズ ● デジタル化した笠間市を紹介

ＤＸリポート

VOL.03

〇〇業務をデジタル化したら…

笠間市は国の動き
（デジタル庁の発足など）
に合わせて、
デジタルトランスフォーメーション
（DX）計画を
策定しています。

接続
自由

Wi-Fiスポットが増えています。

笠間市のWi-Fiスポットは、平成25年に市役所や公民館をはじめとする10か所からスタートし、現在は市民の
皆さんや観光客が自由に使えるスポットが39施設・76か所に設置してあります。
特に今年は、笠間芸術の森公園内に設置したほか、笠間中央公園や放課後児童クラブ、小・中・義務教育学校
の体育館などにも設置を予定しています。
これらWi-Fiの設置は、行政サービスのデジタル化の進展やGIGAスクールの拡充など、今後ますます加速する
デジタル化社会を見据えたインターネット環境の充実を目的としています。

目印は、IBARAKI FREE Wi-Fi
⇒パスワードは、ibarakiken

設 置 個 所

公共施設を訪れたら…
スマホをチェック！

IBARAKI FREE Wi-Fi
PASS：ibarakiken

行政施設：市役所 公民館 図書館 ほか
観光施設：かさま歴史交流館井筒屋 笠間の家 ETOWA KASAMA
笠間クラインガルテン 道の駅かさま ほか
スポーツ施設・公園など：
総合公園 市民体育館 岩間海洋センター ゆかいふれあいセンター
いこいの家はなさか 北山公園 笠間芸術の森公園 笠間中央公園
福ちゃんの森公園 ほか
GIGAスクール関連：小・中・義務教育学校 放課後児童クラブ ほか

デジタルトランスフォーメーション（Digital transformation）
デジタルトランスフォーメーションは、デジタル技術により既存の枠組み
にイノベーションをもたらし、生活をより良い方向に変化させるもので
す。市では、デジタル化により、人・場所・情報をつなげることで、利用者
の多様なライフスタイルに寄り添える地域社会の実現を目指します。

問 デジタル戦略課（内線217）
●

※「Trans」を「X」と略し、一般的に「DX」と表記されます。

持続可能な開発目標（SDGs）について
SDGsにチャレンジ！〜あなたができることを考えてみましょう〜
産業と技術革新の基盤をつくろう

人や国の不平等をなくそう

〜地域の産業を応援しよう〜

〜互いを尊重しよう〜

「産業と技術革新」
にはベースとなる
道路・水道・電気・ガスや情報通信網
などのインフラの強靭化が必要です。
また、身近にある自然資源である稲田石を活かし
た暮らしや伝統的工芸品として根付く笠間焼などを
使い、地域の産業を応援しましょう。

eco

住み続けられるまちづくりを

つくる責任

〜これまでも、これからも〜

〜混ぜればごみ、分ければ資源〜

人や環境にやさしく、災害にも強く住み続けられるまちづく
りを実現するためには、すべての人が安全で安心できる家に
住み、安全で安価な公共交通機関などを利用できるようにす
ることが大切です。
鉄道や路線バスに加え、観光周遊バス、デマンドタクシー
やシェアサイクルなどの市内公共交通を使って、芸術や文化、
歴史に関わる施設をめぐり、笠間市に息づく文化や日常を再
発見してみましょう。

笠間市では、資源循環型社会を目指し、リ
フューズ（廃棄物の発生回避）・リデュース（抑
制）・リユース（再使用）を推進するため、廃
棄物の減量とリサイクル（再生利用）に向けた
取り組みを実施しています。
材料やエネルギーとして再生利用できるもの
は、市内販売店の分別回収を利用したり、きち
んとした分別に取り組みましょう。

問 企画政策課（内線559）
●

23

国・地域の文化や考え方の違いを学び、
お互いを尊
重し、不当な格差がない社会を目指すことが重要です。
笠間市では、英語や異文化理解を学ぶ「まちづくり
出前講座」を実施しています。
むやみに決めつけたり、思い込みで考えを否定する
のではなく、互いを尊重し、理解を深めましょう。

DXリポート・SDGs

つかう責任

笠間市は持続可能な開発目標（SDGs）の達成を支援しています。

広報かさま 2021年11月号

10月１日オープン

広報か さ ま

笠間中央公園

令和３年

ふらっと広場

みんなの広場

月号

11

にこにこ広場

平町に笠間中央公園がオープンしました。約2.4haの広々とした公
園で、幼児用・児童用の遊具や、運動・イベントなど多目的に利用
できる広場があります。みんなの公園ですので、ルールを守ってき
れいに使いましょう。たくさんの方のご利用をお待ちしています。

みんなが使えるインクルーシブ公園

インクルーシブとは、「包摂的」「すべてを含む」という意味を持つ言葉。笠間中央公園は、車椅子
で遊べる遊具や、背もたれがついた遊具があり、車椅子や歩行器でも移動しやすく、障がいの有無に
関わらず、みんなで一緒に遊べる公園です。

茨城県笠間市中央三丁目２番１号

発行 笠間市市長公室秘書課
〒 309-1792

住

所：笠間市平町1718-1（畜産試験場跡地脇）
※県道平友部停車場線の「こころの医療センター西」交差点
から西に約300ｍの所にある進入路から出入りできます。

開園時間：午前８時30分〜午後５時（６〜９月は午後７時まで）
※12月31日と１月１日は休園

︵ 77
︶ 1101 FAX 0296
︵ 78
︶ 0612
0296
︵ 37
︶ 6611
︵岩間地区︶
0299
E-mail info@city.kasama.lg.jp

☎☎

問 管理課（内線575）
●

人口と世帯数
常住人口10.１現在
（ ）内は前月比較

●人

口：72,641人（−27人）

●世帯数：29,130世帯（＋24世帯）

男：35,523人（− 8人）

●９月の出生数：35人

女：37,118人（−19人）

●９月の死亡数：69人

※令和２年国勢調査の速報値に基づく暫定値のため、数値は後日変更になる場合があります。

◯広報かさまに掲載されているあなたの写真を差し上げます。お問い合わせは秘書課（内線225）まで。
◯市ホームページモバイル版では、行政・災害などのさまざまな情報をお届けしています。

https://www.city.kasama.lg.jp/mobile

広報かさまがスマート
フォンで読めます

令和３年11月４日発行
ebooks

マチイロ

