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対象者 2 回目の接種終了後、概ね 8か月以上経過した 18歳以上の方

接種方法 市民体育館等での集団接種または医療機関での個別接種

接種回数 1 回

ワクチンの種類 1・2回目に用いたワクチンと同一ワクチンが基本

※追加接種(3 回目接種)については、優先接種順位等の区分けは無く、2回目接種終了日から概

ね 8か月が経過する時期に順次、接種券の発送およびワクチン接種を進めます。

※接種間隔については、国より 2回目接種から 8か月以上間隔をあけることを標準としつつ、地

域の感染状況等を踏まえ、6か月以上の人も対象にできる旨の方針が示されたため、今後、変

更になる場合があります。

※市では、国の方針に基づきワクチンの配分量や関係機関等との調整状況を踏まえながら進めて

いきます。予約方法等は決まりしだいお知らせします。現時点では予約等はできませんので、

市や医療機関へのお問い合わせのお電話はご遠慮ください。

笠間市への転入前にワクチンを 2回接種された方は、接種記録が確認できないため、3回目の

接種券が発行できません。

そのため 3回目のワクチン接種を希望する方は、申請が必要となります。なお、接種券は 2回

目接種終了日から概ね 8か月が経過する時期に郵送します。

申請方法 2 回分の接種済証、身分証明書を持参し窓口で直接申請してください

申請先 健康増進課感染症対策室（地域医療センターかさま内：笠間市南友部 1966-1）

※この内容は11月 16日現在の情報に基づき作成しているため、今後変更となる場合があります。

最新の情報は市ホームページや SNS 等でお知らせします。

① 新型コロナワクチン追加接種(3回目接種)について (11月16日現在）
問 健康増進課感染症対策室 ℡ 0296-77-9145

市外から笠間市に転入された方へのご案内

【回覧】お早めに回してください 全８ページ(A3…2 枚)



令和 3年 4月 1日以降に誕生した、または今年度中に誕生予定の子がいる世帯に対し、新生児

商品券を贈呈します。

内容 対象の世帯の子 1名につき、商品券 50,000 円分(取扱店全店利用可、共通券 500 円・20 枚

綴りを 5冊)を贈呈

対象 笠間市に住民票を有し、いずれかに該当する方

・令和 3年 4月 1日以降に誕生した子がいる世帯

・令和 4年 3月 31 日までに誕生予定の子がいる世帯

※医師による妊娠届出書の出産予定日を基準とします。ただし、前年度新生児商品券プレゼント

事業に該当した新生児は対象外となります。

利用期限 令和 4年 1月 31 日（月）※｢笠間市プレミアム付商品券 2021｣と同期間となります。

申込期限 12 月 24 日（金）

申込方法 対象となる世帯主には申込案内を送付します。商品券贈呈を希望される世帯主は、同

封の申込案内に従い、いばらき電子申請・届出サービスより申し込んでください。

② 新生児商品券プレゼント事業を実施します 申・問 商工課(内線 511）

ひとり親家庭(母子・父子家庭)の新入生のみなさんに、入学祝品(学用品)・入学祝金を贈呈し

ます。印鑑を持参のうえ、窓口で直接お申し込みください。受渡日は、後日通知します。

対象 笠間市に住所を有し、居住する母子・父子家庭で小学校新入学児童の保護者

③ ひとり親家庭の小学校新入学児童に入学のお祝いを贈ります
問 祝品について：（社)茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-7505

祝金について：笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730

笠間支所 ℡ 0296-73-0084 岩間支所 ℡ 0299-45-7889

申請場所 申請期限

祝品 子ども福祉課・各支所福祉課 令和 4年 1月 7日（金）

祝金 笠間市社会福祉協議会 本所・各支所 令和 4年 3月 4日（金）

防災行政無線のデジタル化整備に伴い、現在貸与しているアナログ戸別受信機は使用できなく

なります。デジタル戸別受信機は、屋外拡声子局(スピーカー)からの放送がどうしても聴こえな

い世帯等に限定して貸し出しを行います。

現在、戸別受信機が貸与されている方は、アナログ戸別受信機の回収について、防災行政無線

デジタル化整備を請け負っている事業者【（株）九電工】から電話連絡しますので、その際にデジ

タル戸別受信機の貸与についてご相談ください。

新たに戸別受信機の貸与を希望する方は、12月 23 日（木）までに、総務課危機管理室また

は、各支所地域課までご相談ください。

なお、市のメール配信サービス「かさめ～る」にご登録いただくと、防災行政無線情報等さ

まざまな情報がメールで届きますので、ぜひご登録ください。右上の QR コードから、登録画面

に移動できます。

また、防災行政無線放送が聞き取れない場合は、防災行政無線フリーダイヤルをご利用ください。

防災行政無線フリーダイヤル 0120-996-131

④ 防災行政無線の戸別受信機を貸し出します

問 総務課 危機管理室(内線 245）
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



家庭から排出される生ごみの約80％は水分と言われています。水気を切ることで、燃えるご

みを焼却する際の二酸化炭素の排出を抑えるだけでなく、悪臭やコバエの発生を防ぐことにも

つながります。

【水切りのポイント】

濡らさない すぐに三角コーナーに入れず、新聞紙や紙箱などに置いて乾かしましょう。

乾かす お茶がらやティーバッグなどは、しぼることで乾きやすくなります。水分量の多いも

のは、天日干しで十分に乾かしましょう。

しぼる 市販の水切りアイデアグッズを使ったり、ペットボトルの底を三角コーナーに入れた

生ごみに押し付ける。

ちょっとした心がけで豊かな生活環境のきっかけとなります。

ごみの適正な分別・排出にご協力ください。

⑥ 生ごみの水切りにご協力ください 問 環境保全課(内線 127)

物件の土地調査の閲覧ができます。物件は現状のまま落札者に売却します。詳細はお問い合わ

せください。

入札日 12 月 16 日（木）

入札会場 市役所本所 議会行政棟 2階 2-7 会議室(笠間市中央 3-2-1）

申込方法 窓口で直接お申し込みください。必要書類は窓口、または市ホームページからダウン

ロードできます。

申込期限 12 月 13 日（月）

⑦ 市有地を一般競争入札で売却します 申・問 資産経営課(内線 571)

物件

番号
所在地 地目 面積

最低入札価格(1㎡あたり単価)
および入札保証金

1
笠間市笠間字鉄砲町
173-3・173-15

宅地 233.40 ㎡(70.6坪)
5,670,000 円(24,300 円/㎡）

入札保証金 567,000 円

年末は日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時から夜間にかけての交通事故の多発が懸

念されます。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けましょう。

期間 12 月 1 日（水）から 15 日（水）までの 15 日間

スローガン 飲むあなた 飲ませたあなた 同じ罪

運動の重点 (1)子供と高齢者の交通事故防止(特に横断歩行者の保護)

(2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止 (3)飲酒運転の根絶

⑧ 年末の交通事故防止県民運動を実施します 問 市民活動課(内線 135)

日頃の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。

相談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳

守しますので、お気軽にご相談ください。

弁護士相談について

午後 1時から弁護士も相談に応じます。相談時間は 1件 30 分以内です。相談される方は、午

前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでご相談ください。

日時 12 月 15 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 市役所 笠間支所(笠間市笠間 1532）

⑤ 特設無料人権相談を開設します 問 社会福祉課(内線 157)
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



茨城郷土部隊史料保存会では、戦争に関する貴重な史料の散逸を防ぐとともに、収集・保存や

展示をすることによって後世に継承し、戦争の惨禍と平和の尊さを考える場を提供しています。

旧陸海軍に関する遺品や写真などの史料をお持ちの方は、ご連絡ください。

⑩ 旧陸海軍の史料をお持ちですか
問 茨城郷土部隊史料保存会 大高 ℡・FAX 029-254-3520

〇お口のトラブルあきらめていませんか? ｢在宅訪問歯科保健事業」

市では、病気や高齢のために在宅で療養している歯科医療機関に通院できない方を対象に自

宅に歯科医師・歯科衛生士が訪問し、歯科診療や歯科保健指導などの歯科保健サービスを提供

する在宅訪問歯科保健事業を行っています。

入れ歯が合わない、むし歯がある、口の中の清掃がよくできない等、お困りで利用を希望さ

れる方は、お気軽に保健センターにお問い合わせください。

〇健康講座 糖尿病について

糖尿病は初期段階には自覚症状はほとんどなく、高血糖状態を放置すると合併症等から重篤

な症状となる場合もあります。糖尿病と歯の健康について知ることで、生活習慣を見直す機会

や健康づくりに役立てましょう。

日時 12 月 16 日（木）午後 1時 30 分～3時

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

講師 友部セントラルクリニック 医師 飯嶋 秀郎さん、保健センター 歯科衛生士
いいじま ひ で お

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

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 12 月 6 日（月）

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、人数制限等をさせていただく場合があります。

⑪ 保健センターからのお知らせ 申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり資料からご遺族が推定できる

場合には、ご遺族からの申請に基づいて DNA 鑑定を行い、親族関係が判明した場合ご遺骨をご

遺族に返還しています。

今般、遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のため、下記の戦没者遺骨を

収容できた地域(DNA 鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺骨につい

て、ご遺族と思われる方からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働

省保管資料等との照合調査を行い、DNA 鑑定を実施することになりました。

DNA 鑑定を希望される方は、申請書をご請求いただくか、厚生労働省ホームページから申請書

をダウンロードしてください。

本 DNA 鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう厚生労働省と

しても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや技術的

な制約もあり、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

※戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定対象地域(令和 3年 8月時点）

硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連、モンゴル、タイ、東部ニューギニア、

ノモンハン、ビスマーク諸島、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー、ウエーク島、ギルバー

ト諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島

⑨ 戦没者遺骨の DNA 鑑定を実施しています
問 厚生労働省 社会・援護局事業課 鑑定調整室

代表 ℡ 03—5253—1111(内線 3506） 直通 ℡ 03-3595-2219
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 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 ℡ 0296-78-5871 

 
〇もの忘れ相談会  

 最近もの忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に関す

る個別相談会を開催します。お気軽にお申し込みください。 

日時 12 月 17 日（金）午後 2時～4時 30 分（30分程度/1 件） 

場所 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1） 

内容 認知症疾患医療センター 石崎病院精神保健福祉士による個別相談 

対象 市内在住で、もの忘れや認知症が気になっている方とその家族 

定員 3 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。 

申込期限 12 月 13 日（月） 
 
〇あたまとからだのパワーアップ教室 

 認知機能の向上につながるような頭の体操や運動などを行う教室です。ぜひご参加ください。 

日時 令和 4年 1月 5日～3月 23 日 毎週水曜日(全 11 回）※祝日は除きます 

午前 10 時～11時 30 分 受付：午前 9時 45 分～※初回と最終回は正午終了 
場所 地域医療センターかさま(笠間市南友部 1966-1） 

内容 頭の体操、有酸素運動、二重課題トレーニング(例：足踏みをしながら足し算をする

など)等 ※初回と最終回に体力測定・認知機能検査を行います 

講師 筑波大学 大藏研究室 

対象 市内在住の 65 歳以上の方で、医師から運動を制限されていない方（介護保険認定者

を除く） 

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選) 最低開催人数：10 名 

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 22 日（水） 
 
※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。 
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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  

 ⑬ 笠間地方精神障害者後援会「みやび」 
申・問 笠間地方精神障害者後援会「みやび」 武藤 ℡ 0296-77-6610 

 
 精神障がい者を抱える家族同士が支え合いながら、本人と家族自身のしあわせのために活動し

ている家族会です。他人に分かってもらいにくい悩みや体験を、安心して話すことができる場所

です。まずは一歩踏み出してみませんか。ぜひご参加ください。 

日時 毎月第 2、第 4金曜日 午後 2時～5時 

場所 地域福祉センターともべ B館 2階 (笠間市美原 3-2-11） 

  
 ⑭ 第 14 回 笠間市文化連盟会員作品展 

問 笠間市文化連盟事務局 藤岡 ℡ 0296-74-2929 
 
日時 12月19日（日）～26日（日）午前9時～午後4時 ※月曜日は休館、最終日は午後3時まで 
場所 笠間公民館 1階 展示室(笠間市石井 2068-1） 

部門 写真・日本画・洋画・書・工芸 他 
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 ⑯ 地域交流センターともべ イベント 
申・問 地域交流センターともべ        ℡  0296-71-6637  

〇岩間山の天狗伝説 2（友部公演） 

 岩間山(現･愛宕山)に伝わる天狗伝説を｢語り･アニメーション上映｣の 2つの手法でお送りします。

日時 12 月 18 日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時 

出演 語り：吉成
よしなり

 智枝子
ち え こ

さん 歴史講話：光野
こ う の

 志
し

のぶさん 

文献調査・制作：高橋
たかはし

 協子
きょうこ

さん アニメーション・音楽：大柴
おおしば

 拓
たく

さん 
入場料 一般：2,000 円 中学生以下：無料 
定員 90 名(予約優先） 

 

〇駅前シネマ ｢ディア・ドクター」 

 へき地医療や高齢化社会・死などのテーマを描いたヒューマンドラマです。県内がロケ地になっ

ていますので、風景もあわせてご覧ください。 

日時 12 月 19 日（日）午前 10 時、午後 2時、午後 6時 
入場料 前売券 一般：1,000 円、中高生：800 円 当日券 一般：1,200 円、中高生：800 円 
定員 各回 90 名(先着順） 

 

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 窓口で直接、または電話で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。 

 

 ⑮ Kasama  City Cup  サイドイベント スポーツアトラクションフェス 
問 スポーツ振興課(内線 393) 

 
 ムラサキパークかさまで 12月 9日（木）～12日（日）に開催される「第 4回  日本スケート

ボード選手権大会 Kasama  City  Cup」のストリート準決勝・決勝が行われる日に、イベントを

開催します。 

 めずらしいスポーツや市内のグルメをこの機会に体験してみてはいかがでしょうか。 

日時 12 月 11 日（土）午前 10 時～午後 3時 

場所 笠間芸術の森公園 イベント広場(笠間市笠間 2345) 

入場料 一般：500 円 中学生以下：無料 ※小学生以下は保護者同伴で入場してください。 
スポーツブース スナッグゴルフ、ボルダリング、トランポリン逆バンジー、車椅子ソフトボー

        ル、スラックライン(体験費用は入場料に含む） 

グルメブース 市内のお店の美味しいグルメをお楽しみください(入場料とは別途料金）。 

 

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） 
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 ⑲ 新月・満月に行う夜ヨガ   

申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118 
 
 呼吸法や瞑想、心地良く体を動かし、睡眠の質を高める夜のヨガクラスです。ヨガマット、飲

み物、タオルなどをお持ちのうえ、動きやすい服装でお越しください。 

日時 12 月 19 日（日）午後 7時 30 分～8時 30 分 

場所 かさま歴史交流館 井筒屋  (笠間市笠間 987) 

講師 Lufelias Yoga Yju 主宰 河原井
か わ ら い

 理恵
り え

さん 

対象 中学生以上の女性 

定員 20 名 

入場料 1,500 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。 

 

 ⑰ 笠間の家  クリスマスイベント       問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 
 
〇笠間の家のクリスマス展  －土・木・金属－ 

 クリスマスをさらに彩り豊かに過ごしませんか。土、木、金属をテーマに笠間で活躍している

3人の作家によるクリスマス展です。お気軽にお越しください。 

日時 12 月 7日（火）～25日（土）午前 9時 30 分～午後 5時    
※初日は正午から、最終日は午後 4時まで。12月 13 日（月）、20日（月）は休館。 

出展者 土：高見沢
たかみざわ

 美穂
み ほ

さん、木：矢
や

實
ざね

 誠
まこと

さん、金属：佐々倉
さ さ く ら

 文
あや

さん 
 

〇クッキー型もつくる。in笠間の家 

 クリスマス時季に合わせて、ステンレス製のクッキー型を作ってみませんか。作りたい形を紙

に描いてお持ちください。 

日時 12 月 12 日（日）①午前 10時～11時 30 分 ②午後 1時 30 分～3時 
講師 彫刻家 佐々倉

さ さ く ら

 文
あや

さん 
対象 小学校高学年以上(ある程度の握力が必要です） 
定員 各回 6名 
参加費 2,000 円(材料費、飲み物代込み） 
申込方法 電話でお申し込みください。 
 

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） 

 
 ⑱ ハープ・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  

日時 12 月 19 日（日）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3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 早川
はやかわ

 ちひろさん 

定員 30 名(先着順） 

参加費 前売り券：1,000 円 当日券：1,200 円 ※未就学児はご遠慮ください 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。空席があれば当日まで申し込みできます。 
 

 

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。  



【回覧】 次号は 12 月 2 日発行 第 3 -17 号

職場で建築大工職として現場作業の指導を受けながら 3年間就学すると、2級技能検定の受検

資格が得られ、技能照査(卒業試験)に合格すると学科試験が免除されます。働きながら勉強し

て資格を取ってみませんか。お気軽にお問い合わせください。

訓練日時 毎週火・金曜日 午後 6時 30 分～9時 30 分

対象 中学校以上を卒業し(3月卒業見込みも含む)水戸市周辺の事業所に雇用された方、建築･

大工に興味のある方

授業料 年間 65,000 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。申込書は窓口に用意しています。

申込期限 令和 4年 3月 31 日（木）

⑳ 水戸建築高等職業訓練校生徒募集
申・問 水戸建築高等職業訓練校(水戸市住吉町 63-1) ℡ 029-239-3731

世界各国の｢ご飯｣やフェアトレード商品をテントショップやキッチンカー形式で販売する出展

者を募集します。コロナ禍のためテイクアウト販売を原則とします。｢幸せの黄色い広場｣で音楽

イベント(世界の民謡)を同時開催します。

日時 令和 4年 1月 16 日（日）午前 10時 30 分～午後 3時 30 分

場所 まちの駅笠間宿広場(笠間市笠間 2247-1）

定員 15 店舗(先着順、外国人の出店を優先します）

参加費 1,000 円/1 店舗

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

申込期限 12 月 10 日（金）

※笠間市｢まちづくり市民活動助成事業｣の助成を受けて運営しています。

㉑ ｢世界のGOHAN(ご飯）」出展者募集
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

８ぺージ
2021-1118

11 月 4日（木）発行の広報かさま 11月号 P.10「新型コロナワクチン接種情報」の記事内に

誤りがありました。読者の皆様および関係各位にお詫び申し上げ、訂正いたします。

STOP! ワクチン差別

【誤】茨城県労働局総合労働相談センター ℡ 029-277-8925

【正】茨城県労働局総合労働相談コーナー ℡ 029-277-8295

問 健康増進課感染症対策室 ℡ 0296-77-9145

お詫びと訂正

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


