
  

 
  

  ※掲載内容は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となる場合があります。 

  ■ お知らせ 

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 の手続きはお早めに 

④固定資産税納税通知書を発送します 

⑤市ホームページに ｢デジタル支所｣ を 

 開設しました 

⑥がん患者サポート事業を開始しました 

⑦高齢者痰吸引器給付事業を開始しました 

⑧実用英語技能検定の受験費用の一部を 

 助成します 

⑨結婚新生活を支援します 

⑩街路灯撤去事業の補助を行います 

⑪友部駅前地区で創業する方への補助を 

 行います 

⑫資源物の分別回収を実施した団体に奨励金を

 交付します 

⑬エコフロンティアかさま監視委員会を 

 開催します 

⑭法律と登記等に関する無料相談会を 

 開催します 

⑮野生の山菜類およびきのこ類は出荷制限 

 されています 

⑯土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の 

 閲覧を行います 

 

⑰保健センターからのお知らせ 

⑱デマンドタクシーかさまの運行についての 

 お知らせ 

⑲配送ボランティアに参加しませんか 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑳地域包括支援センターからのお知らせ 

㉑ママ･リフレッシュ｢リンパトレナージュ｣ 

㉒健康座談会(メディカルカフェ) 

 ～みんなの相談室～ 

㉓母子家庭等自立促進講習会 

 「介護職員初任者研修」 

㉔地域交流センターともべ  イベント 

㉕石の百年館企画展「稲田石と都電｣  展 

㉖かさま歴史交流館 井筒屋イベント 

㉗道の駅かさまからのお知らせ 

㉘笠間の家 5 月展示のお知らせ 

㉙筑波海軍航空隊記念館 企画展 

㉚かんたん英会話教室 

㉛笠間市日中友好協会  中国語講座 

㉜｢福島の今」写真展と泉
いずみ

 幸男
ゆ き お

さんを囲む会 

㉝まちの駅 笠間宿 

 

■お詫びと訂正 
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令和4年 4月 7日  第 4 ｰ 1号 

 ① 新型コロナウイルス感染症関連情報 
問 健康医療政策課 感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

 
 茨城県内全市町村に適用されていた｢まん延防止等重点措置｣は 3 月 21 日（月・祝）に解除さ

れましたが、県内での感染は続いています。 

気を緩めることなく、引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。 

 

  

【回覧】お早めに回してください    全 14 ページ (A3…3 枚、A4…1 枚)  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 新型コロナワクチン接種情報 
問 健康医療政策課  感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

  集団接種の予約・変更等：笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料） 
 
 

 追加接種（3回目接種）の接種券の発行について 

12 歳以上の方の追加接種の接種券は、2回目接種完了後 6か月を目安に順次送付します。 

接種券の発送予定 

2 回目接種完了日 接種券送付時期(予定) 

令和 3年 10 月 21 日～23 日 4 月 22 日（金） 

令和 3年 10 月 24 日～27 日 4 月 27 日（水） 

令和 3年 10 月 28 日～30 日 4 月 28 日（木） 

令和3年 10月 31日～11月 3日 5 月  2 日（月） 
令和 3年 11 月  4 日～ 6 日 5 月  6 日（金） 
令和 3年 11 月  7 日～10 日 5 月 10 日（火） 
令和 3年 11 月 11 日～13 日 5 月 13 日（金） 
令和 3年 11 月 14 日～17 日 5 月 17 日（火） 
令和 3年 11 月 18 日～20 日 5 月 20 日（金） 
令和 3年 11 月 21 日～24 日 5 月 24 日（火） 
令和 3年 11 月 25 日～27 日 5 月 27 日（金） 
令和 3年 11 月 28 日～12 月 2日 6 月  2 日（木） 

※上記以降の予定は改めてお知らせします。 
 

 12 歳以上 17 歳以下の方の追加接種（3回目接種）について 
 
追加接種は、当初 18 歳以上の方を対象として実施していましたが、国が 3 月 25 日から 12 歳

以上 17 歳以下の方も接種対象に追加したことから、本市でも国の方針に沿って接種を進めてい

きます。接種券が届きましたら、ご希望の接種方法に応じて予約を行ってください。 

接種対象者 2 回目接種完了後 6か月以上が経過した 12 歳以上 17歳以下の方 

接種券の発送 2 回目接種完了後 6 か月を目安に順次発送予定 

ワクチンの種類 ファイザー社のみ 

 接種会場 予約方法 

個別 

接種 
各医療機関 接種券に同封の医療機関一覧を確認のうえ、医療機関に直接予約 

集団 

接種 

市民体育館 

(笠間市石井 2068-1) 

笠間市予約・相談センターへ電話予約 ℡ 0570-052-567(有料） 

 土日祝日も受付可 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

※誤予約を防ぐため予約は電話のみの受付となります 

※ファイザー社を使用する医療機関は、市ホームページ等でご確認ください。 
  
集団接種開設日（4月） 14 日（木）・15日（金）・29日（金・祝）・30日（土） 

            午前 8時 45 分～11時 15 分/午後 1時 15 分～4時 45 分 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 



令和 3年度の住民税が非課税である世帯などに対し、1世帯あたり 10万円の臨時特別給付金を

支給しています。確認書が自宅に届いていてまだ返送をされていない方は、受付の期限がありま

すので、お早めにご対応ください。

【追加事項】

令和 3年度は課税世帯であったが、令和 3年 1月 2日から令和 3年 12 月 10 日までの期間に課

税者(扶養者)と離婚をし、被扶養者のみが残った場合は、住民税非課税世帯として受給対象とな

ることがありますので、お問い合わせください。

【対象世帯】

1 住民税非課税世帯

令和 3年 12 月 10 日時点で笠間市に住民票があり、世帯全員が令和 3年度分の住民税均等割

が非課税である世帯

2 家計急変世帯

申請時点で笠間市に住民票があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和 3年 1月

から令和 4年 9月までの間で家計が急変し、世帯全員それぞれの年収見込額が、住民税非課税

相当額以下となる世帯

(年収見込額：令和 3年 1月から令和 4年 9月までの任意の 1か月収入×12）

※住民税非課税世帯・家計急変世帯ともに、住民税が課税されている方の住民税控除対象扶養親

族等のみの世帯は、本給付金の対象ではありません。

※申請方法等は市ホームページを参照いただくか、お問い合わせください。

【受付期限】

1 住民税非課税世帯 5 月 10 日（火） ※当日消印有効

2 家計急変世帯 9 月 30 日（金） ※当日消印有効

③ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きはお早めに
問 社会福祉課(内線 157）

令和 4年度固定資産税の納税通知書を 4月 13 日頃に発送します。納税通知書の税額や、同封

されている｢課税明細書｣に記載されている資産の詳細などを確認いただき、納期限までに納付し

てください。

｢全期前納納付書｣で納付する方は、誤納付を防ぐため、送付された納付書のうち｢期別納付書

(1 期から 4 期)｣は適切に廃棄処分等を行ってください。また、全期前納納付をする場合の納期

限は 5月 2日（月）となります。

④ 固定資産税納税通知書を発送します
問 課税に関して：税務課(内線 110) 納税に関して：収税課(内線 121）

令和4年4月 7日 第 4 ｰ 1号
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4 月 4 日から、公民館の利用予約や福祉分野の相談予約、各種申請が Web 上で完結できるよ

う、市公式ホームページ内に｢デジタル支所｣を開設しました。

取り扱い項目 ①行政手続きのオンライン申請 ②子育て・福祉相談 Web 予約 ③電子図書館

④スポーツ施設予約 ⑤公民館・地域交流センター予約

⑥地図情報システム(令和 4年度構築予定)

右上の二次元コードから｢デジタル支所｣にアクセスできます。ぜひご利用ください。

※市公式 LINE からオンライン申請もできるようになりました。

⑤ 市ホームページに｢デジタル支所｣を開設しました

問 デジタル戦略課(内線 217)

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



若年がん患者の方が在宅生活を送るうえで必要な福祉用具や、がん治療による外見の悩みを

抱えている方の補正具購入にかかる費用の一部を助成します。

対象 申請日時点で笠間市に住所を有する方で、がんの治療を受けた方または現に受けている方。

福祉用具については、20歳以上 39 歳以下の方(18～19 歳で、小児慢性特定疾病医療費の

支給を受けていない方も含みます）。

対象経費 申請時点から過去１年以内に購入またはレンタルした以下の経費

①福祉用具(車いす･車いす附属品･特殊寝台･特殊寝台附属品･床ずれ防止用具･体位

変換器･手すり･スロープ･歩行器･歩行補助つえ･移動用リフト･特殊尿器･腰掛便座･

入浴補助用具･簡易浴槽･移動用リフトのつり具の部分･栄養注入用ガートル台）

②ウィッグ

③乳房補正具（補正下着等）

助成金額 購入またはレンタルの費用の 2分の 1(最大 3万円）

助成回数 ①～③それぞれ 1回のみとなります。

※詳細は、市ホームページをご確認ください。

申請方法 窓口へ申請してください。

⑥ がん患者サポート事業を開始しました
申・問 健康医療政策課(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145

4 月 1 日から、在宅で療養する高齢者等の支援として、痰吸引器の購入費用の一部を給付する

｢笠間市高齢者痰吸引器給付事業｣を開始しました。

対象者 次の全てに該当する方

・笠間市内に住所を有する 65 歳以上の方または、要支援若しくは要介護の認定を受け

ている 40 歳以上 64歳以下の方で、在宅で療養し、自力で痰等の排出が困難な方

・市民税非課税の方または生活保護を受給している方

・市税を完納している方

・笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱第 4条に規定する電気式痰吸引器の

給付の対象とならない方

給付額 痰吸引器の購入費用と基準価格 56,400 円(令和 4年 4月 1日時点)のいずれか少ない額

の 2分の 1(1,000 円未満の端数は切り捨て）

申請方法 痰吸引器を購入する前に、申請書に医師意見書と痰吸引器の購入に係る見積書を添

付し窓口または郵送でお申し込みください。申請書、医師意見書は窓口に備え付け

てあります。または市ホームページでダウンロードもできます。

⑦ 高齢者痰吸引器給付事業を開始しました
申・問 高齢福祉課(内線 175) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73173)
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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）



実用英語技能検定の受験を希望される方は次のとおりお申し込みください。市内の小・中・

義務教育学校に在籍の方は、直接学校へお申し込みください。

検定日時 5 月 29 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～

会場 市役所 本所 教育棟(笠間市中央 3-2-1)

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

助成額 検定料から自己負担額を差し引いた額を同一年度 1回のみ助成します。

申込方法 自己負担金を添えて窓口でお申し込みください。申請書は窓口に備え付けてあります。

申込期限 4 月 20 日（水）午後 5時

⑧ 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）

自己負担額

小学 5・6年生 中学 1年生 中学 2・3年生

5級以上 4級以上 3級以上

1,200 円 1,500 円 2,000 円

市では、新婚世帯に対して新居の住居費用(取得・賃貸)、引越費用およびリフォーム費用の

一部を補助します。

対象世帯 次の全てに該当する方

・令和 4年 1月 1日から令和 5年 3月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理された

夫婦であること

・申請時において、夫婦のいずれもが市内の補助対象住宅に住民登録があること

・婚姻の届出日において、夫婦の年齢がいずれも満 39 歳以下であること

・夫婦の合計所得が 400 万円未満であること など

※ほかにも補助対象要件がありますので、申請の前に必ずご相談ください。

対象経費 令和 4年 1月 1日から令和 5年 3月 31 日までの間に支払われた以下の費用

・婚姻に伴い、笠間市で新たに住宅を取得する際に要した費用

※土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は対象外

・婚姻に伴い、笠間市で新たに住宅を貸借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、

共益費、仲介手数料等）

※勤務先等から居住費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く

・婚姻に伴い、笠間市に引越す際に要した費用

※引越業者または運送業者への支払い等の引越しに係る実費等が対象となり、レン

タカー費用などの業者を用いない引越費用は対象外

※勤務先等から引越費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く

・婚姻に伴い、笠間市内の住宅リフォームに要した費用(住宅の修繕、増築、改築、

設備更新等の工事費用）

※倉庫、車庫に係る工事費用、外構に係る工事費用および家電購入や設置に係る

費用は対象外

補助金額 1 世帯あたり上限 30万円

申込方法 窓口で直接または郵送で申請してください。

申込期限 令和 5年 3月 31 日（金） ※郵送の場合は必着

予算に達した時点で受付を終了します。

⑨ 結婚新生活を支援します
申・問 市民活動課(内線 133) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

令和4年4月 7日 第 4 ｰ 1号
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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



街灯管理団体等または個人で所有・管理している街路灯で、老朽化などにより維持管理が困難

な街路灯の撤去・処分にかかる費用を補助します。街路灯の撤去後は速やかに防犯灯を設置でき

るよう、街路灯を撤去する地区の行政区と足並みをそろえて事業を進める必要があります。詳し

くは市ホームページまたは商工課までお問い合わせください。

補助率 補助対象経費の 2分の 1 上限額：1基あたり 5万円

⑩ 街路灯撤去事業の補助を行います

申・問 商工課(内線 510）

友部駅前地区の商業の振興による賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、友部駅前で創

業する方を対象に、新築・改装等の工事費、店舗等購入費、設備費用に対し、補助金を交付し

ます。

対象者 年度内に対象区域で新築または空き店舗等(3 か月以上使用されていない店舗等または

建築後 1年以上経過している施設)を活用した創業を行う方

対象区域 友部駅に接する商業地域および、友部駅南口広場から平町交差点までの県道に接す

る区域

対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業

補助金額 補助対象経費の 3分の 2(上限 100 万円)

※補助金の交付回数は、補助事業者ごとに 1回を限度とします。

⑪ 友部駅前地区で創業する方への補助を行います

申・問 商工課(内線 510）

市ではごみの減量化やリサイクルを推進するため、資源物(古紙、ビン、カンなど)の分別回収

を行った団体に、回収量に応じた奨励金を交付しています。奨励金の交付を受けるためには、次

の要件を満たしている必要があります。ごみの減量化と再資源化にご協力ください。

要件 ・4月 28 日（木）までに資源物分別回収団体の届出をすること

・集団分別回収を自分たちで年に 2回以上行うこと

・営利を目的としない団体であること

⑫ 資源物の分別回収を実施した団体に奨励金を交付します
問 資源循環課(内線 129) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115)

６ぺージ
2022-0407

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！

委員会は傍聴することができます。

日時 4 月 28 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 (3)今後の監視活動計画（案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 4 月 28 日（木）午前 9時まで

※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 資源循環課(内線 129）



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑮ 野生の山菜類およびきのこ類は出荷制限されています 
問 農政課(内線 529) 

 
 県では、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、野生の山菜類およびきのこ類とい

った特用林産物の一部で出荷制限等が続いています。 

 市内で採取された野生の山菜類およびきのこ類も国の出荷制限が指示されています。 

野生の山菜類およびきのこ類の出荷制限状況（令和 3年 12 月 17 日現在） 

野生の 
こしあぶら 

日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、桜川市、

城里町、大子町 
野生の 
きのこ類 

水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、 
茨城町、城里町、大子町 

 

 ⑯ 土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の閲覧を行います 
問 税務課(内線 112)  
縦覧とは、自己資産の評価が適正かどうかを判断するために、市内の土地・家屋の価格を確認で

きる制度です。縦覧期間中は、名寄帳の閲覧と交付は無料です。 

期間  5 月 2日（月）まで ※土日・祝日を除く、午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

場所 市役所本所 税務課、各支所地域課 

縦覧できる方 市内に所在する土地、家屋に係る固定資産税納税義務者(法定免税点未満および 

       非課税である人を除きます）、納税管理人、相続人(所有者が死亡している場合)等 

※土地のみを所有する方は土地のみ、家屋のみを所有する方は家屋のみの縦覧しかできません。 

※縦覧帳簿のコピーはできません。 

持ち物 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)の他、次のものをお持ちください。 

所有者等の代理人 委任状(署名または記名押印） 
法人の社員 法人の印が押された委任状 

所有者の相続人 相続関係が確認できる書類 
    ※納税通知書がお手元に届いている場合はお持ちください。 
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 ⑭ 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 
  5 月 17 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
おくむら

 洋史
ひ ろ し

さん 
  5 月 19 日(木) 
  6 月 15 日(水) 無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口

やまぐち

 康夫
や す お

さん 

  6 月 29 日(水) 登記等に関する相談:司法書士 西間木
に し ま ぎ

 雅子
ま さ こ

さん 
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。 

 

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。 



〇高齢者肺炎球菌予防接種を実施します

国の制度改正により高齢者肺炎球菌の定期予防接種への助成を行っています。対象となる年度

ごとに 1回、接種費用の助成が受けられます。接種を希望する方は、機会を逃さないようにご注

意ください。

対象② 60 歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度

に制限される程度の障害や、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほと

んど不可能な程度の障害がある方

※すでに定期接種した方や任意接種した方は、定期接種の対象となっても助成の対象になりません。

新型コロナワクチン接種前後は、2週間以上の間隔をあけて接種してください。

助成金額 3,000 円

接種期間 4 月 6 日（水）～令和 5年 3月 31 日（金）

接種方法 市内の医療機関：直接医療機関に申し込み接種してください。

市外の医療機関：事前に保健センターで予診票の交付を受けてから接種してください。

〇こころの相談室 4～6月分

心の悩みやひきこもりの問題などについて、ご本人や家族の方の相談を精神保健福祉士との個

別面談でお受けします。事前予約制で相談内容は秘密を厳守しますのでお気軽にご相談ください。

〇こころのデイサービス 友(ＴＯＭＯ）

心の病を持つ方を対象にグループ活動を実施しています。参加には、医師の意見書が必要です

ので事前にご相談ください。

日時 水曜日または木曜日(月 2回) 午前 10 時～午後 2時

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方

内容 作業療法士や保健師との創作活動(手芸、工作等）、調理実習、レクリエーション、個別相談

⑰ 保健センターからのお知らせ
申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

対象① 年齢 対象年月日

65 歳 昭和 32 年 4月 2日生～昭和 33 年 4月 1 日生の方

70歳 昭和 27 年 4月 2日生～昭和 28 年 4月 1 日生の方

75歳 昭和 22 年 4月 2日生～昭和 23 年 4月 1 日生の方

80歳 昭和 17 年 4月 2日生～昭和 18 年 4月 1 日生の方

85歳 昭和 12 年 4月 2日生～昭和 13 年 4月 1 日生の方

90歳 昭和 7年 4月 2日生～昭和 8年 4月 1日生の方

95歳 昭和 2年 4月 2日生～ 昭和 3年 4月 1日生の方

100 歳 大正 11年 4月 2日生～ 大正12年 4月 1 日生の方

日時 場所

4 月 19 日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 市役所笠間支所(笠間市笠間 1532）

5月 12 日（木） 午後 2時～4時 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

6月 20 日（月） 午後 1時 30 分～3時 30 分 地域福祉センターいわま(笠間市下郷 5139-1）
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かさめ～るにご登録ください。



〇スクエアステップ体験教室参加者募集

高齢者の転倒・介護予防、認知機能の向上、体力づくりをはじめとしたエクササイズです。こ

れからの健康づくりのためにぜひご参加ください。

〇第 1回 男性のための健康体操教室

ストレッチや筋力トレーニングなど、楽しみながら、筋力アップと動きやすい体づくりを目的

とした教室です。

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 4 月 27 日（水）

⑳ 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 5月 11日･18日･25日、6月1日の水曜日(全4回) 午前10時～正午 受付：午前9時45分～

場所 総合公園 管理棟(笠間市箱田 867-1）

講師 筑波大学 大藏研究室

対象 市内在住の 65歳以上で医師から運動を許可されている方

定員 20 名(最小開催人数 10 名）

日時 5 月 11 日～7月 20 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）
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デマンドタクシーかさまの大型連休期間中の運行についてお知らせします。予約センターもあ

わせて休みとなりますのでご注意ください。

※5月 6日(金)から通常どおり運行します。

デマンドタクシーかさま予約センター ℡ 0296-70-9000 ※かけ間違えがないようご注意ください。

⑱ デマンドタクシーかさまの運行についてのお知らせ
問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532

市役所 企画政策課(内線 555)

4月29日(金･祝) 4月30日(土) 5月1日(日) 5月2日(月) 5月3日(火･祝)～5日(木･祝)

休み 運行 休み 運行 休み

市内に住むひとり暮らしの 75 歳以上の方を対象に、食事の提供だけではなく、心のふれあい

や見守りなどを含めて手づくり弁当を届ける活動です。

配達日 友部地区：毎週火曜日 笠間地区：毎週金曜日 岩間地区：毎週月曜日

※1～2時間程度で活動は月 1回からでも可能です。

申込方法 窓口で直接、または電話でお問い合わせください。

⑲ 配送ボランティアに参加しませんか
申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

笠間市立病院で、日曜・平日夜間初期救急診療を行っています。

平日夜間 19 時～21 時（土曜日・祝日・年末年始を除く）

日曜日 9 時～17 時

℡ 0296-77-0034（電話確認のうえ、受診してください。）



健康診査の結果の見方を知って健康づくりに役立てましょう。

日時 5 月 12 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：健診を受けよう!～健診結果の見方を知って効果的な定期受診を～

講師 保健センター 保健師 他

対象 市内在住の方

定員 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。

㉒ 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～
申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

母子家庭等自立促進講習会として、介護職員初任者研修を開催します。

日時 6 月 5 日～9月 25 日の日曜日(全 14 日間) 午前 9時～午後 5時

場所 茨城県母子寡婦福祉連合会(水戸市八幡町 11-52 ラーク・ハイツ内）

対象 県内の母子家庭の母・父子家庭の父、寡婦で全日程出席でき今後就労を希望する方

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 テキスト代 6,000 円、ボランティア保険加入代 392 円

申込方法 郵送、または FAX でお申し込みください。申込用紙はホームページ(右上の二次元コ

ード)からダウンロードできます。

申込期限 5 月 12 日（木）必着

㉓ 母子家庭等自立促進講習会「介護職員初任者研修」
申・問 (社福) 茨城県母子寡婦福祉連合会 母子・父子福祉センター

℡ 029-221-8497 FAX 029-221-8618
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子育てをがんばっているみなさん、リフレッシュしませんか。リンパの流れを良くしてこの機

会に自分磨きを学びましょう。託児も利用できます。

講師 菊池 聡子さん
き く ち さ と こ

対象 市内在住の生後 6か月～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 窓口で直接お申し込みください。電話での受け付けはしません。

申込期間 5 月 1 日（日)～9日（月）

㉑ ママ･リフレッシュ｢リンパトレナージュ｣
申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

日時 場所

5 月 10 日（火)
午前10時30分

～11時 30 分

岩間公民館(笠間市下郷 5140：市民センターいわま 3階）

5月 18 日（水） 笠間市児童館｢笠間キッズ館」(笠間市南友部 1966-140）

5月 27 日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

市役所職員などを騙って口座番号などを聞き出す詐欺に
かた

ご注意ください。



○星野由美子と二刀流のつわものたちを感じて ジャズをお楽しみください。

日時 4 月 29 日（金・祝）①開場：午後 0時 30 分 開演：午後 1時

②開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

定員 各回 70 名(先着順）

入場料 1,000 円

〇トモア5周年わくわくグリーンフェス

申込方法 電話、または窓口で直接お申し込みください。定員になりしだい締め切ります。

㉔ 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 (笠間市友部駅前 1-10） ℡ 0296-71-6637

日時 内容 定員

5 月 3 日

(火・祝）

午前 10時 30 分～11時 30 分

午後 2時 30 分～3時 30 分
ふるさと再発見！笠間の映像上映会 90 名

午後 1時 30 分～3時
気軽に楽しく手話講座

～手指を使ってお話しよう～
40 名

5月 4 日

(水・祝）

午前 10 時～11 時 30 分 駅前ウォークラリー 親子でさんぽ 20 組

午後 1時～2時 おいしく環境を学ぼう スープで味比べ 20 名

午前 10 時～午後 2時 ゴミをおもちゃにリサイクル 宝ものづくり 20 名

5月 5 日

(木・祝）

午前 10 時 30 分～正午 科学マジックショー 参加費：100 円 20 組

午前 9時 30 分～11時 30 分

午後 2時 30 分～4時 30 分

運遊区 ～トレインビューの部屋で

プラレール～ 参加費：300 円
6 組

午後 1時 30 分～2時 30 分 ワクワク楽しく 紙芝居・腹話術ショー

令和4年 4月 7日 第 4 ｰ 1号
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ごみを直接搬入する施設と料金を統一します

詳しくはこちら

令和 4年 4月 1日から、笠間地区の家庭系、事業系(事業所・許可業者)のごみを直接搬入する

施設が、笠間市環境センターへ変更になりました。また、家庭系・事業系（事業所・許可業者）

の持ち込みごみに係る処理手数料も改定しています。

搬入場所 笠間市環境センター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-62）

受付日時 月～金曜日(祝日を含む）※土・日および年末年始は休み

午前 9時～正午/午後 1時～5時

改定後の持ち込みごみの笠間市環境センターでの処理手数料

※ごみの種類(可燃、不燃、粗大ごみ)を問わず一律料金となります。

※搬入量が 10kg に満たないときは 10kg とし、10kg 以上は四捨五入となります。

※例:1kg～14kg は 10kg、15kg～24kg は 20kg として計算します。

問 資源循環課(内線 129）

分類 処理手数料

無料区分は廃止します

一般家庭から生じたもの 10kg につき 100 円

事業活動に伴って生じたもの 10kg につき 200 円

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。



開業してから年中無休で営業していましたが、定期メンテナンスのため 4月より定休日を設

けることとなりました。ご理解ご協力をお願いします。

定休日 毎月第 4木曜日

※4月はゴールデンウィーク期間となることから、4月 21 日（木）が定休日となります。

※定休日は状況により変更となる場合があります。変更となる場合は、道の駅かさまホームペ

ージや SNS でお知らせします。

〇5月のイベント情報

〇朝市出店者の募集

毎月第 4日曜日に開催しています。対象は市内で自ら生産または製造、加工されたものを販売

いただける方です。

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止または変更になる場合があります。

㉗ 道の駅かさまからのお知らせ
問 (株)道の駅笠間(笠間市手越 22-1) ℡ 0296-71-5355

HP https://m-kasama.com メール info@m-kasama.com

内容 日時 定員

第 2回 キッズフリーマーケット 5日（木・祝）午前 10 時～午後 2時

Andy の英語の絵本読み聞かせ 18日（水）午後 3時～4時

女性のためのヨガ 6日（金）・20日（金）午前 10 時～11時 30 分 先着 6名

モーニングパークヨガ 21日（土）午前 8時～9時 30 分

朝市 22日（日）午前 9時～午後 1時

〇井筒屋クラフト DAY vol.3 笠間焼の作家さんによるクラフト市です。

〇井筒屋ゴールデンウィークフェスタ 和楽器による演奏、演舞をお楽しみいただけます。

〇琵琶とピアノによる民話の世界 笠間に伝わる民話を琵琶とピアノと語りでお届けします。

申込方法 事前に窓口で直接または電話でお申し込みください。

※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となる場合があります。

㉖ かさま歴史交流館 井筒屋イベント
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

日時 4 月 29 日（金・祝）～5月 1日（日）午前 10 時～午後 4時 ※雨天決行、荒天中止

出店作家 浅野 有希さん、金井 春樹さん、工房モノゴコロ、田澤 雅義さん、出口 結莉さん
あ さ の ゆ き か な い は る き こうぼう た ざ わ まさよし で ぐ ち ゆ り

日時 5 月 3日（火・祝）～5月 5日（木・祝） 午前 10時～ ※雨天決行、荒天中止

出演 笠間稲荷ばやし保存会、生田流筝 曲日本当道会水戸支部菊輝世会ほか
いくたりゅうそうきょくにほんとうどうかい み と し ぶ きく き よかい

日時 5 月 8日（日） 開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 琵琶：石引 康子さん ピアノ：小林 萌里さん
いしびき や す こ こばやし もえ り

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円
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さまざまな視点から石の魅力を感じてもらうため、「敷石に使用された稲田石などの都電遺構

と関連写真」を展示紹介します。ぜひご来場ください。

日時 4月 26日（火）～8月14日（日）午前9時～午後5時 ※月曜日(祝日の場合は翌平日)休館

場所 石の百年館(笠間市稲田 2307）

㉕ 石の百年館企画展「稲田石と都電｣展 問 商工課(内線 511)

市役所本所 1 階ロビーでマイナポイントの申請を
サポートしています。お気軽にご相談ください。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ 笠間市日中友好協会  中国語講座 
申・問 笠間市日中友好協会  小坂

こ さ か

 ℡ 090-4057-4115 眞木
ま き

 ℡ 090-7736-1813  
笠間市日中友好協会では、平成 5年の設立と同時に中国からの留学生を講師に招き、中国語講

座を実施してきました。4 月からは、日本に訪れる中国や台湾の方々をおもてなしする会話、各

所旧跡、伝統工芸・文芸・演芸等を紹介する内容で実施します。 

ぜひこの機会に中国語に挑戦してみませんか。 

日時 場所 
毎月第 1～4土曜日 

(月 4回) 
午後 1時 30 分～3時 30 分 友部公民館(笠間市中央 3-3-6) 
午後 4時～6時 岩間公民館(笠間市下郷 5140) 

講師 中国人留学生(茨城大学） 

受講料 2,000 円/月 

申込方法 電話でお申し込みください。 

 

 ㉚ かんたん英会話教室   

申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣  ℡ 0299-57-3357 
 
 旅行や日々の生活で役立つ英語を覚え、世界を広げてみませんか。 

日時 5 月 1日・15 日・22日の各日曜日 午前 9時 30 分～10時 30 分 

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ (笠間市下郷 4438-10） 

講師 デマレ・ダニエルさん 

対象 高校生以上 

定員 10 名 

参加費 1,500 円/回  

申込方法 開講日の前日までに窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

 

 ㉙ 筑波海軍航空隊記念館 企画展    
問 筑波海軍航空隊記念館 ℡ 0296-73-5777  

〇フィリピン沖に散った筑波空の搭乗員たち～｢神風特別攻撃隊金剛隊｣の足跡を辿る～ 

 レイテ沖海戦の概要をはじめ、フィリピンから始まった組織的かつ計画的な特攻。筑波海軍航

空隊に所属した隊員たちが遺
のこ

した寄せ書きや訓練ノート、手紙等から彼らが精一杯生きた証など

を紹介し金剛隊の足跡を辿ります。 

日時 7 月 25 日（月）まで 午前 9時～午後 5時（最終入館：午後 4時、休館：火曜日） 

場所 筑波海軍航空隊記念館 展示館 1階 企画展示室(笠間市旭町 654) 

入館料 大人(18 歳以上)：500 円 小人(小学生～高校生)：300 円 

 

令和4年 4月 7日  第 4 ｰ 1号 
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 ㉘ 笠間の家 5 月展示のお知らせ 
 申・問 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） ℡ 0296-73-5521  

〇M.HONDA 水彩原画展 今回は笠間の家のギャラリーに合わせた額装を主に展示販売します。 

〇三津木陽介｢stars」展 平面、立体作品ともに抽象的な表現で制作を行っています。 

日時 5 月 3日（火・祝）～8日（日）午前 9時 30 分～午後 5時  

   ※初日は正午から、最終日は午後 3時まで。 

 

身近な犯罪から身を守るため 
ひばりくん防犯メールを活用しましょう。 



【回覧】 次号は  4 月 21 日発行 第 4 -2 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉜ ｢福島の今」 写真展と泉
いずみ

 幸男
ゆ き お

さんを囲む会 
問 ちょっと待った再稼働  笠間市民の会  平山  ℡ 090-2312-6747  

 東日本大震災時の原発事故から 11 年がたちました。故郷に帰れない、人生や家族を絶たれた

方々を忘れてはいませんか。 

 日時 場所 
写真展 4 月 26 日(火)～5月 8日(日） 午前 9時～午後 6時 友部図書館 

(笠間市平町 2084) 囲む会 5 月 5日(木・祝) 午後 2時～4時 
 

 ㉝ まちの駅 笠間宿  
申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 (笠間市笠間 2247) ℡ 090-8800-3248  

    FAX 0296-72-0654 メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp  
〇笠間ふれあい大学 

 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。マスクを着用のうえご参加ください。 

日時 5 月 15 日（日）午前 10 時～正午 

内容 ｢デジタルお絵かき教室」スマホやパソコンを使って楽しくお絵描きを学びます。 

講師 笠間ふれあい TV編集ディレクター 高安
たかやす

 正明
まさあき

さん 

参加費 1,000 円(コーヒーとお菓子付き) 

定員 20 名(先着順） 

申込方法 開催日前日までに電話、FAX またはメールでお申し込みください。 

 
〇音楽ライブのご案内 コロナに用心しながら音楽を楽しみましょう。マスク着用でご参加ください。 

日時 5 月 8日（日） 5 月 29 日（日） 
午後 2時～4時 

内容 
｢歌謡&ポップスライブ」 
1 部:椎茸栽培(ラテンテイスト)ライブ 
2 部:生バンドで楽しく歌ってみよう 
※出演希望者募集します。(事前予約制） 

｢仲野
な か の

 亜紀子
あ き こ

ジャズライブ」 

お馴染みのボーカル仲野亜紀子さんの魅惑

の歌声にお酒なしで酔いしれましょう 

出演 
ボーカル:Naoko

な お こ

さん キーボード:髙野
たかの

 美雪
みゆき

さん 

ギター:杉山
すぎやま

 太助
たすけ

さん ベース:前嶋
まえしま

 重成
しげなり

さん 

ドラム:松本
まつもと

 勝彦
かつひこ

さん 

ボーカル:仲野 亜紀子さん ピアノ:石川
いしかわ

 次郎
じろう

さん 

サックス:飯田
いいだ

 和治
かずはる

さん ベース:清水
しみず

 尭斗
あきと

さん 

ドラム:江口
えぐち

 修一
しゅういち

さん 
入場料 2,000 円(飲み物・お菓子付き） 2,500 円(飲み物・お菓子付き） 
定員 各日 20 名(先着順） 

申込方法 開催日の 3日前までに電話、FAX またはメールでお申し込みください。 
 

 
                     お詫びと訂正                                               

 令和 4 年 3 月 17 日発行の広報かさま【お知らせ版】の記事に誤りがありました。国民健康保

険に加入の皆様および関係各位にお詫び申し上げ訂正します。 
 

P6  ｢⑦ 国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドックの費用助成が受けられます｣ 
【誤】茨城県メディカルセンター 個人負担金 18,200 円 

【正】茨城県メディカルセンター 個人負担金 22,020 円 

問 保険年金課(内線 144) 
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