
  

 
 

   ■ お知らせ 

① 新型コロナワクチン接種情報 

② 国保税納付額連絡票を発行します 

③ インフルエンザ予防接種費用を一部助成 

 しています 

④第  3  回  実用英語技能検定の受験費用の一部を

 助成します 

⑤放課後児童クラブ冬休み一時入所を 

 受け付けます 

⑥放課後児童クラブ運営事業者を公募します 

⑦ファミリーサポートセンター運営事業者を 

 公募します 

⑧12 月 4 日から 10 日は人権週間です 

⑨浄水場更新工事を実施します 

⑩かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に

 伴い交通規制を行います 

⑪犯罪被害者相談窓口をご存じですか 

⑫エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑬住まいやお店などに笠間市の地場産材を 

 使用してみませんか 

⑭ふるさとまつり inかさまのため交通規制を 

 行います 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑮Joyful Christmas ワークショップ 

 ～クリスマスのオリジナルエコバックを 

  作ってみよう！～ 

⑯親と子の体験教室  ～クリスマス飾りを作ろう～ 

⑰ママ・リフレッシュ ｢くつ下アート」 

⑱シニアのためのスマートフォン入門講座 

 「マイナンバーカードの申請」 

⑲市内保健・福祉施設見学会 

⑳ヘルスアップセミナー～おいしく食べて健康に～ 

 笠間市ヘルスリーダーの会  

㉑市民公開講座 高齢者糖尿病とフレイル 

㉒森林・林業公開講座 

㉓権利擁護学習会 

㉔ペン習字無料体験教室 

㉕婚活相談会 

㉖茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会  

㉗クリスマスコンサート 

㉘義士パレードと講演会 

㉙地域交流センターともべ  イベント 

㉚箏
こと

と尺八・ピアノによる冬の調べ 

㉛12 月  笠間ふれあい大学 
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【回覧】お早めに回してください    全 14 ページ (A3…3 枚、A4…1 枚)      

  

 ① 新型コロナワクチン接種情報 

問 健康増進課感染症対策室 ℡ 0296-77-9145 
 

「笠間市の新型コロナワクチン接種は 11月末で終了します」 
 
11 月以降に 12 歳の誕生日を迎えるお子さんの接種方法は、クーポン券送付時にお知らせしま

す。クーポン券は誕生月の前月 20日頃に送付します。 

※誕生日が月末の方のクーポン券は誕生月の 20日頃に送付します。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 国保税納付額連絡票を発行します 
問 国保税所得申告参考資料および納付額連絡票について：保険年金課(内線 139） 

住民税の申告および控除について：税務課(内線 113） 

所得税の確定申告および控除について：水戸税務署 ℡ 029-231-4211 
 
 年末調整や確定申告の際に、当該年の国民健康保険税(国保税)の納付額は、社会保険料控除の

対象となります。令和 3年中に納付された国保税の納付額(納付書および口座振替分)について、

｢所得申告参考資料｣を令和 4年 1月下旬に送付します。 

 なお、年末調整のために必要な場合は国保税納付額連絡票を発行しますので、次のとおり申請

してください。 

○電話で申請する場合 

国保税納付額連絡票をご自宅に郵送します。電話での納付額の回答はできません。 

○保険年金課(市民窓口課)窓口で申請する場合 

 納税義務者(世帯主)または同一世帯の方には、窓口で国保税納付額連絡票を発行します。本人

確認できるもの(運転免許証または保険証等)をご持参ください。 

※国保税は世帯主課税のため、市役所で加入者個人ごとの納付額はお知らせできません。実際に国

保税を納付された方(負担された方)が社会保険料控除として申告することができます。 

※特別徴収(年金天引き)されている国保税は、その年金を受給している方が控除を受けられま

す。公的年金の源泉徴収票をご確認ください。 

 
 ③ インフルエンザ予防接種費用を一部助成しています 

問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 

高齢者インフルエンザ予防接種について 
 インフルエンザの予防接種は、発病、重症化予防に効果があるとされています。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 笠間市に住民登録のある方で、下記のいずれかの要件を満たす方 

    ・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、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫 

    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。 

 

小児インフルエンザ予防接種について 
 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。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 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(差額分は自己負担です。接種費用は医療機関によって異なり

    ます。）1歳〜12 歳は 2回、13歳〜中学 3年生は 1回助成します。 

※インフルエンザ予防接種協力医療機関は、市ホームページをご覧ください。 

※市外医療機関での接種を希望される方は、保健センターへお問い合わせください。 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 第  3  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） 

 
 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。 

検定日時 令和 4年 1月 16 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～ 

検定場所 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：1,20 0 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 11 月 30 日（火）午後 5 時 

     ※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 放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます 

申 子ども福祉課、各支所福祉課 

問  子ども福祉課(内線 164） 
 
各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、12 月 25 日（土）から令和 4 年 1 月 8

日（土）の冬休み期間中、家庭で保育できない児童をお預かりします。 

※日曜・祝日および年末年始期間 12月 29 日（水）～1月 3日（月）は除く。 

※宍戸小は定員超過により受け入れできませんので、他の児童クラブまたは、次の民間児童ク 

ラブをご利用ください。 

【民間児童クラブ】 

笠間：がくどうかさま ℡ 0296-78-4121    

鯉淵：アフタースクールケアキズナバ ℡ 0296-85-6631、民間学童すまいる ℡ 0296-77-6608

旭町：民間学童たんぽぽ ℡ 0296-77-6608 

入所基準 共働き、疾病・障害等、家族の看護・介護、出産、その他特別の理由により家庭での

     保育が困難な家庭 

申込方法 希望される方は、申込書に必要事項を記載のうえ、保育できない証明書等(保護者数分)

を添付して窓口で直接お申し込みください。 必要書類は子ども福祉課、各支所福祉課

に用意してあります。また、市ホームページからもダウンロードできます(トップ ペ

 ージ⇒｢放課後児童クラブ｣で検索）。 

※FAX や郵送では申し込みできません。 

※定員の空き状況および申し込み状況により選考を行い、結果を通知します。 

申込期限 12 月 3日（金） 

※学校の冬休み期間が変更になった場合は、変更になった期間のみのお預かりとなります。 

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、受け入れができない可能性があります。 
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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。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 放課後児童クラブ運営事業者を公募します 
申・問 子ども福祉課(内線 164) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

 
 笠間市放課後児童クラブについて、民間の持つ知識、技能、人材を活用し放課後児童健全育成

事業の充実を図るため、委託事業者を公募型プロポーザルにより募集します。 

選考日 12 月 23 日（木）※時間等詳細は、別途通知します。 

選考方法 プロポーザル(企画・提案)方式による選考 

委託期間 令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日(3 年間） 

委託場所 委託限度額/3 年間 委託限度額/1 年間 
稲田小児童クラブ 30,060,000 円 10,020,000 円 
宍戸小児童クラブ 41,130,000 円 13,710,000 円 
大原小児童クラブ 22,110,000 円 7,370,000 円 

※本事業における消費税および地方消費税については、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)第 6

 条および別表第 1第 7号により、非課税として取り扱います。 

応募資格 市内に事務所(事業所)を有するまたは既に笠間市内にて同事業を実施している学校法

     人、社会福祉法人、NPO 法人(特定非営利活動法人）、および｢笠間市放課後児童健全育

     成事業の設備および運営に関する基準を定める条例｣を遵守する団体。    

     ※NPO 法人については、子どもの健全育成を図る活動をする団体に限るものとします。 

応募方法 申請書一式を直接持参、または郵送し、あわせてデータを提出してください。データ

の提出方法は、書類受理後にお知らせします。 

     ※FAX は受け付けできません。 

     ※申請書は市ホームページからダウンロード、または窓口で配布します。 

応募期限 12 月 3日（金）午後 5時必着 

 

 ⑦ ファミリーサポートセンター運営事業者を公募します 
申・問 子ども福祉課(内線 166)  〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  

 
 育児に関する援助活動を支援するファミリーサポートセンター事業について、事業内容の広

報、会員の募集・登録および援助活動のマッチングなどの運営に関する業務を委託する事業者を、

公募型プロポーザルにより募集します。 

選考日 12 月 23 日（木）※時間等詳細は、別途通知します。 

選考方法 プロポーザル(企画・提案)方式による選考 

委託期間 令和 4年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日(3 年間) 

委託上限額 10,807,000 円/3 年間 

応募資格 (1)笠間市に事務所(事業所)を有する等、市内にファミリーサポートセンター事務局

       を設置することができる社会福祉法人、NPO 法人(特定非営利活動法人）、民間事 

      業者等で法人格を有する者。 

     (2)笠間市の入札参加資格を有している者で、かつ、参加停止措置を受けていないこと。 

応募方法 申請書一式を直接持参、または郵送し、あわせてデータを提出してください。データ

の提出方法は、書類受理後にお知らせします。 

     ※FAX は受け付けできません。 

     ※申請書は市ホームページからダウンロード、または窓口で配布します。 

応募期限 12 月 3日（金）午後 5時必着 
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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 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 12 月 4日から 10 日は人権週間です 
問 水戸地方法務局人権擁護課 茨城県人権擁護委員連合会 ℡ 029-227-9919 

 
1948 年(昭和 23 年)12 月 10 日に国連総会で世界人権宣言が採択されたことを記念し、毎年 12

月 10 日が｢人権デー(Human Rights Day)｣と定められました。 

 法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする 12月 4日から 10日までを｢人

権週間｣として各種の人権啓発活動を行います。 

 人権週間にあたり、人権は自分と同じように他の人にもあるという理解を深め、お互いに相手

の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。 

令和 3年度啓発活動強調事項 

人権啓発キャッチコピー ～｢誰か｣のこと じゃない。～ 

(1)女性の人権を守ろう (2)子どもの人権を守ろう (3)高齢者の人権を守ろう 

(4)障害を理由とする偏見や差別をなくそう (5)部落差別(同和問題)を解消しよう 

(6)アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう (7)外国人の人権を尊重しよう 

(8)感染者に関連する偏見や差別をなくそう  

(9)ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別をなくそう 

(10)刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう 

(11)犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう (12)インターネットによる人権侵害をなくそう 

(13)北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう 

(14)ホームレスに対する偏見や差別をなくそう 

(15)性的指向および性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう 

(16)人身取引をなくそう (17)東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう 
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 ⑨ 浄水場更新工事を実施します          問 水道課(内線 221） 
 
友部地区宍戸浄水場の老朽化に伴い、笠間市水道事業第 2次基本計画に基づき浄水場の更新工

事を実施します。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。 

工事期間 令和 3年度～令和 5年度 

工事箇所 笠間市平町地内 

工事内容 配水池築造(4,000 ㎥)、電気・発電機室築造、薬注室築造、ろ過機設備工事等 
施工業者 株木・芳野特定建設工事共同企業体 

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。 



第 16回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に伴い、車両交通規制(全面通行止め)を行

います。近隣にお住まいの方および通行される方には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力

をお願いします。

近隣の皆さんは、ぜひコース沿道でランナーへの温かい拍手による応援をお願いします。な

お、新型コロナウイルス感染症対策として、メイン会場の笠間芸術の森公園イベント広場は入

場制限を行います。

規制日時 12 月 19 日（日）午前 9時 20 分～午後 1時（雨天決行）

※区間により規制時間が異なります(交通規制は、最終ランナー通過後随時解除します）

⑩ かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に伴い交通規制を行います
問 スポーツ振興課(内線 392）

６ぺージ
2021-1104

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

誰もが突然、事件や事故に遭う可能性があります。被害に遭われた際はご相談ください。被害

に遭われた方やその家族が回復するためには、周囲の理解と温かな支援が必要です。

犯罪被害者週間 11 月 25 日（木）～12月 1 日（水）

⑪ 犯罪被害者相談窓口をご存じですか 問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

相談窓口 ℡ 相談時間など

笠間警察署 0296-73-0110

24 時間受付
警察相談専用電話

#9110 または

029-301-9110

性犯罪被害相談

｢勇気の電話」

#8103 または

0120-21-8103

茨城県・犯罪被害者相談 029-301-7830 午前 9時～午後 4時

月～金曜日

(祝日･年末年始を除く）

いばらき被害者センター 029-232-2736 午前 10 時～午後 4時

性暴力被害者サポート

ネットワーク茨城

#8891 または

029-350-2001
午前 9時～午後 5時



  

 

 

 

 ⑫ 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） 

 
 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 11 月 25 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：搬入車両対策 

   (3)今後の監視活動計画(案） 

申込期限 11 月 25 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 住まいやお店などに笠間市の地場産材を使用してみませんか 

申・問 都市計画課(内線 587)  
 
 笠間市では、地場産材の活性化を推進するとともに、地場産材への愛着や郷土愛の醸成を図る

ことを目的として、令和 3年度から新たな補助制度を開始しました。 

 住まいやお店などに、稲田みかげ石や笠間焼を設置することにより、笠間市の地場産材を身近

に感じ、その良さを再認識しませんか。 

対象となる地場産材 

①稲田みかげ石 ②笠間焼 

※地場産材として稲田石材商工業協同組合または笠間焼協同組合から産地証明を受けたもの 

補助金の額 

 住宅または店舗等の新築、増改築、リフォーム工事において、地場産材設置に係る費用(材料

費＋施工費)が 5万円以上の工事に対し、その 2分の 1を補助します。 

補助限度額 20 万円 

※笠間市立地適正化計画で定める居住誘導区域内についてはプラス10万円で限度額30万円と 

なります。 

補助対象となる工事 

・市内の住宅、店舗等(市内で事業を営む店舗、工場、事務所)に係る工事 

・笠間市産の｢稲田みかげ石｣または｢笠間焼｣を、建築物の内装材または固定される外装材として

 一定規模以上使用するもの 

・補助金の交付決定後に対象工事が着手されるもの 

・申請のあった年度内に補助対象となる工事が完了するもの 

対象者 ・市内に住所を有しかつ、居住している方または居住する計画のある方、法人の場合 

    は市内に店舗等が所在している法人または所在する計画のある法人   

    ・市税を滞納していないこと 

    ・補助の対象となる経費について市が実施する他の補助を受けたものでないこと 

    ・同一年度内にこの補助事業による補助を受けていないこと 

定員 4 件程度(先着順/予算の上限に達した時点で、期間前に受付を終了する場合があります) 

申込方法 事前に都市計画課窓口までご相談ください。 

申込期限 令和 4年 1月 31 日（月） 
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かさめ～るにご登録ください。 



  

 

 

 

 ⑭ ふるさとまつり inかさまのため交通規制を行います 
問 笠間市商工会友部事務所 ℡  0296-77-0532 

 
 ふるさとまつり in かさまの開催に伴い交通規制を行います。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、ご理解とご協力をお願いします。 

今年は、検温、手指消毒等の感染症対策を行い模擬店、PRブースや、キャラクターショー、子

どもたちによる鼓笛隊の発表、フラダンスショーなどが行われます。 

マスク着用のうえ、ぜひお越しください 

日時 11 月 20 日（土）午前 9時～午後 3時 ※雨天の場合 21日（日） 

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6） 

 

 

 

 

 

 ⑮ Joyful Christmas ワークショップ 

  ～クリスマスのオリジナルエコバックを作ってみよう！～ 
申・問 市民活動課(内線 133） 

 
クリスマスを一足早く楽しんでみませんか。子どもサイズのエコバックにクリスマスの絵を描

いたり、スタンプを押したりして自分だけのオリジナルエコバックを作りましょう。たくさんの

ご参加をお待ちしています。 

日時 11 月 20 日（土）午前 9時～午後 3時(全 5回開催） ※雨天中止時は 21 日（日）に順延 

場所 友部公民館「ふるさとまつり inかさま」の会場内（笠間市中央 3-3-6） 

講師 笠間市英語指導助手(AET) ディーン・バナスコザラザさん、カルビン・モラレスさん 

対象 小学生以下のお子さん 

定員 各回 6名 

参加費  無料 

申込方法 当日会場で随時受け付けます。定員になりしだい締め切ります。 
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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） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑯ 親と子の体験教室  ～クリスマス飾りを作ろう～ 
申・問 ともべ保育所 ℡ 0296-77-6105 くるす保育所 ℡ 0296-72-0563   

 
 保育所の子どもたちや保育士と一緒にクリスマス飾り(段ボールリース)を作ってみませんか。 

日時 11 月 26 日（金）午前 10 時～11時 11 月 30 日（火）午前 10 時～11時 
場所 ともべ保育所(笠間市平町 1759-1) くるす保育所(笠間市来栖 73-1) 
対象 市内在住の在宅で子育てしている保護者と 1歳～5歳のお子さん 

定員 各回 5組(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 希望する保育所へ電話でお申し込みください。(月～金曜日の午前 9時～午後 4時） 

申込期限 11 月 18 日（木） 

   ⑰ ママ・リフレッシュ  ｢くつ下アート」  
 申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340 

 

 子育てを頑張っているみなさん、お部屋のインテリア、お友達へのプレゼントに、くつ下でう

さぎの小物入れ等を作りませんか。 

日時 場所 
12 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） 
12 月 17 日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 
12 月 21 日（火） 岩間公民館(市民センターいわま 3 階:笠間市下郷 5140) 
講師 鈴木

す ず き

さん・小瀬
お せ

さん 

対象 市内在住の生後 6か月～2歳児の未就園児のお子さんとその母親(託児付き） 

   ※妊婦さんは参加できません。 

定員 各回 8名(先着順） 

参加費 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。 

申込期間 12 月１日（水）～10日（金） 
 
 ⑱ シニアのためのスマートフォン入門講座 

  ｢マイナンバーカードの申請」 
申・問 (福)笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730 笠間市美原 3-2-11 

 
 健康保険証としての利用が始まるなどますます便利になるマイナンバーカードをお持ちのス

マートフォンで申請してみませんか。 

日時 場所 

11 月 29 日（月) 

午前 11 時～正午 

地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11） 

12 月 1日（水） 社会福祉協議会 笠間支所(笠間市石井 717） 

12 月 8日（水) 地域福祉センターいわま(笠間市下郷 5139-1） 

12 月 10 日（金) 地域交流センター福原(笠間市福原 3602-2） 

講師 デジタル活用支援員 

対象 市内在住または在勤でスマートフォンをお持ちの方 

定員 各回 10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。定員になりしだい締め切ります。 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ⑳ ヘルスアップセミナー ～おいしく食べて健康に～ 

  笠間市ヘルスリーダーの会     申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 
生活習慣病予防のお話や、栄養バランスや減塩、野菜摂取アップなどを意識した食事の試食な

ど、健康づくりに役立つ情報が盛りだくさんです。この機会にぜひご参加ください。 

日時 12 月 17 日（金）午前 10 時～午後 0時 30 分 受付：午前 9時 45 分 

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1） 

内容 健康づくり情報(健康ワンポイントアドバイス、食事バランスと減塩のコツを知ろう) 

   家の味噌汁またはスープの食塩濃度チェック、バランスのとれた食事の調理と試食 

対象 市内在住の方 

定員 12 名(申し込み多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 エプロン、三角巾またはバンダナ、味噌汁またはスープ(よく洗った空瓶やペットボト

    ルに 50 ㏄程度入れた物）、筆記用具、飲み物 

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 12 月 6日（月） 

※新型コロナウイルスの感染症の状況により日程等の変更または中止となる場合があります。 

 ⑲ 市内保健・福祉施設見学会 
申・問 笠間市社会福祉協議会 ℡ 0296-77-0730 

 
 笠間市福祉施設協働事業連絡協議会では、市民の皆さんに保健・福祉施設を理解していただく

ための見学会を実施します。今年度は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、写真や動画で

の見学会となります。筆記用具をお持ちのうえ、ぜひご参加ください。 

日時 12 月 7 日（火）午前 10 時～正午 受付：午前 9時 30 分～ 

場所 地域福祉センターともべ B館 2 階 多目的室(笠間市美原 3-2-11） 

見学施設 フロイデ総合在宅サポートセンター友部、さくら、笠間シルバーケアセンターパル、 

    かさまグリーンハウス 

対象 市内在住の方 

定員 15 名(先着順） 

参加費  無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 
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 「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。 

※ジェネリック医薬品とは？ 

 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。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の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。 

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課 

問 保険年金課(内線 144） 

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください 

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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ 市民公開講座 高齢者糖尿病とフレイル 
申・問 笠間市医師会 事務局 ℡ 0296-71-0121 

 
 「高齢者糖尿病とフレイル－人生 100 年時代を元気に楽しむために－｣を開催します。フレイ

ルとはなにか、そしてその予防・対策について、わかりやすくお話します。ぜひご参加ください。 

日時 11 月 28 日（日）午後 2時～3時 開場：午後 1時 30 分～ 

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1) 

講師 茨城県立中央病院･茨城県地域がんセンター 内分泌代謝･糖尿病内科医長 志鎌
し か ま

 明人
あ き と

さん 

定員 100 名(先着順) 

参加費 無料  

※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。笠間市医師会ホームページ 

(http://www.kasama-med.or.jp/)でご確認ください。  
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 ㉓ 権利擁護学習会       申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 
 

 自分の終末期を見据えた人生設計を一緒に考えてみませんか。成年後見制度や財産管理等につ

いての講話と、エンディングノートを実際に記入しながら活用術を学びます。 

日時 12 月 13 日（月）午後 2時～3時 30 分 

場所 地域医療センターかさま 介護予防室(笠間市南友部 1996-1) 

講師 金木行政書士事務所 行政書士 金木
か ね き

 裕之
ひろゆき

さん 

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 11 月 19 日(金) 

 

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）  

 ㉒ 森林・林業公開講座 
申・問   関東森林管理局 森林技術・支援センター 増田、中山  ℡ 0296-72-1146  

                   FAX  0296-72-1842  メール   ks_kasama_postmaster@maff.go.jp 
 
日時 12 月 9 日（木）午後 1時 45 分～4時 受付：午後 1時 15 分～ 

場所 友部公民館 大会議室(笠間市中央 3-3-6） 

内容 講演：林地での ICT を利用したシカ捕獲技術と農林での並行捕獲の有効性 

   講師：国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 中村
なかむら

 充
みつ

博
ひろ

さん 

研究発表：渓畔域の植生回復試験～カタクリ等の再生状況～ 

定員 50 名(先着順） 

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。 

申込期限 11 月 25 日（木） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ ペン習字無料体験教室       申・問 大部
お お ぶ

 廣史
ひ ろ し

 ℡ 080-2145-5135 
 
 文字の練習をしてみませんか。マスク着用のうえ、筆記用具をご持参ください。 

日時 11 月 30 日（火）、12月 7日（火）午前 10 時～11時 30 分 

場所 友部公民館 2階 会議室(笠間市中央 3-3-6） 

講師 藤田
ふ じ た

 朋
ほう

翠
すい

  師範 

定員 7 名(先着順） 

参加費 無料   

申込方法 電話でお申し込みください。 

  

 ㉗ クリスマスコンサート 
申・問 地域交流センターいわま｢あたご」 ℡ 0299-57-3357 

 
 第一部は｢楽しいクリスマスパーティー」、第二部は｢クリスマスの風景｣を音楽で表現します。 

一緒にクリスマスコンサートを楽しみましょう 

日時 12 月 11 日（土）開場：午後 1時 40 分 開演 午後 2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 丹
たん

家
げ

 倫子
と も こ

さん、田辺
た な べ

 祐子
ゆ う こ

さん   

定員 30 名(先着順） 

参加費 前売：2,000 円、当日：2,500 円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。   

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

  
 

 ㉕ 婚活相談会         申・問 (特非) 新和会 二瓶
に へ い

 ℡ 090-6536-3869 
 
 婚活に対しての悩み事などに、無料でお応えします。必ず事前に電話で予約してください。 

日時 12 月 5 日（日）午前 9時～正午 

場所 友部公民館 2階 (笠間市中央 3-3-6） 

 
 ㉖ 茨城県障がい者スポーツ指導者養成講習会 

申・問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 ℡ 029-301-3375 FAX 029-301-3378 

    〒310-8555 水戸市笠原町978-6  県庁 13階 障害福祉課分室内   

日時 令和 4年 2月 5日（土）、6日（日）、11日（金・祝) 

場所 笠松運動公園 体育館(ひたちなか市大字佐和 2197-28） 

対象 県内に在住または通勤・通学している 18歳以上(令和 3年 4月 1日現在)で、障がい者ス

   ポーツの普及に理解があり、ボランティア活動等に意欲のある方 

定員 50 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 申請・認定料 5,500 円、登録料 3,800 円 

申込方法 郵便またはFAX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。 

    HP https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/shofuku/7.html 
申込期限 11 月 26 日（金）必着 
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 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のために、里親制度を積極的

に推進し、里親になっていただける方を広く募集しています。 

※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 

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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 義士パレードと講演会 
申・問 笠間義士会 小坂 浩 ℡ 0296-72-9087 ℡ 090-4057-4115 

 
 義士(赤穂

あ こ う

四十七士
しじゅうしちし

)パレードの参加者と講演会の参加者を募集します。どちらか一方の参加も

できますのでお気軽にご参加ください。 

期日 12 月 14 日（火）  
場所 笠間稲荷神社稲光閣(笠間市笠間 31-1） 

義士パレード 笠間稲荷神社周辺を 40分程ゆっくりと歩きます。参加の方は午後 1時 30 分まで

に集合してください。陣羽織を貸与しますので普段着でお越しください。 

講演会 女性講談師一龍斎
いちりゅうさい

 貞
てい

鏡
きょう

さんによる忠臣蔵の講演です。演目は昨年と変わりま

す。講演時間は午後 3時 30 分～4時 30 分です。 
参加費 無料  

申込方法 前日までに電話でお申し込みください。 
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環境保全課公式 Facebook を始めました。 
さまざまな環境情報をお伝えします。  



【回覧】   次号は 11 月 18 日発行 第  3  -16 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ 12 月  笠間ふれあい大学 

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間  ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654 

    メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp  

 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。開催日前日まで申し込みできますのでマスクを着用のうえご参加ください。 

日時 内容 講師 

4 日(土) 
午前10時 
～正午 

｢ニュージーランド/ホームステイの思い｣ 

70才のグランマが単独で24日間ホームステイ 

グラウンドワーク笠間 

高橋
たかはし

 幸子
さ ち こ

さん 

18 日(土) ｢歌声教室(音楽科)｣ 

フォークソングやムード歌謡曲を楽しく歌おう 
ゴールデンサウンズバンマス 

金箱
かねばこ

 陽一
よういち

さん 
 

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） 

定員 各回 20名(先着順） 

参加費 各回 1,000 円(コーヒーとお菓子付き) 

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。 

※笠間ふれあい大学は、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。 

 

 ㉚ 箏
こ と

と尺八・ピアノによる冬の調べ 
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118  

日時 12 月 4 日（土）午後 2時～4時(予定) 開場：午後 1時 30 分  

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） 

出演 箏：東海林
し ょ う じ

 一代
か ず よ

さん 尺八：渕上
ふちがみ

 ラファエル 広志
ひ ろ し

さん ピアノ：小林
こばやし

 萌
もえ

里
り

さん 

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。 
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統計調査員を募集しています 

統計調査員とは 非常勤の公務員として、国勢調査などの統計調査に従事しています。 

統計調査員の仕事 調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに説明を行 

         い、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。 

調査の依頼 統計調査員として市に登録された方の中から、地域などを考慮し、統計調査毎に 

      依頼します。 

待遇 調査活動に従事した統計調査員には、対価として法律や条例の規定に基づき、報酬が支 

  払われます。 

応募 応募は随時受け付けていますので、ご連絡ください。 

   応募要件は、次のとおりです。 

   ・市内在住で20歳以上の方 ・秘密保持に責任の持てる方  

   ・責任を持って調査遂行できる方 ・税務、警察、選挙に直接関係していない方 

申・問 企画政策課(内線 556） 


