
※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特設無料人権相談を実施します

④行政書士 無料相談会を実施します

⑤行政相談を実施します

⑥国民健康保険特定健康診査の指定医療機関の

変更をお知らせします

⑦就労相談を受け付けます

⑧ごみおよび資源の集積所について

お知らせします

⑨生ごみ処理容器購入費の一部を補助します

⑩エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑪住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の

一部を補助します

⑫｢特定外来生物 オオキンケイギク抜き取り

作戦｣を実施します

⑬訪問カットサービスをご利用ください

⑭空家活用支援補助金・解体撤去補助金を

拡充しました

⑮入札参加資格の追加受付を行います

⑯高齢者芸術鑑賞事業が一部変更となります

⑰｢関東やきものライナー｣が増回します

⑱春の地域安全運動を実施します

■教養・文化・交流 他

⑲講演会 ｢フィリピン沖に散った筑波空の

搭乗員たち」

⑳第73 回自然観察会

㉑第 51 回茨城県障害者技能競技大会参加者募集

㉒地域交流センターともべ イベント

㉓かさま歴史交流館 井筒屋イベント

㉔春の朝ヨガ～ミドルエイジヨガ～

㉕5・6月「各種運動教室」

㉖5・6月「笠間市いこいの家はなさか教室」

㉗読み語りの会

㉘中高年にやさしい教室シリーズ受講者募集

㉙笠間の家 イベント

㉚スポーツチャンバラ体験教室

㉛弓道教室
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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)

茨城県内での新規陽性者数は高い数値で推移しています。これからゴールデンウイークを

迎え、人の動きが活発になり感染リスクが高まる機会が増加します。

感染拡大を防ぐため基本的な感染症対策の徹底をお願いします。

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

・マスクの正しい着用

・こまめな手洗い・手指消毒

・3密(密接・密集・密閉)の回避



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

※上記以降の予定は改めてお知らせします。

※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。

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

2 回目接種完了日 接種券送付時期（予定）

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）

追加接種の予約について

接種会場 予約方法 ワクチンの種類

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

モデルナ社

※一部の医療機関で

ファイザー社を

使用します

集団

接種

市民体育館

(笠間市石井 2068-1)

・Web 予約(24 時間対応)

または

・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

ファイザー社

または

モデルナ社

12歳以上 17 歳以下の方の予約は、使用ワクチンが

ファイザー社に限定されており、誤予約を防ぐため

電話のみの受付となります。

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。２ぺージ
2022-0421



接種日 14 日（土）、28日（土）

接種時間 午前 8時 45 分～11 時 15 分/午後 1時 15 分～4時 45 分

予約開始 5 月 2日（月） 午前 9時 30 分～

※笠間市の集団接種は 5月末で終了し、6月以降は市内協力医療機関での個別接種のみとなる

予定です。

県では新型コロナワクチン大規模接種会場で追加接種(3 回目接種)を行っています。

接種日

接種時間 午前 10 時～午後 8時

会場 茨城県庁福利厚生棟（水戸市笠原町 978 番 6）

接種対象者 笠間市に住民票のある 18 歳以上で 2回目接種完了後 6か月を

経過した方

予約方法 随時予約を受け付け中ですので、接種券が届いたら Web 予約、

または笠間市予約・相談センター

℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約をしてください。

ワクチンの種類 モデルナ社

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 4月 18 日現在の情報です。最新情報は市ホームペー

ジを確認ください。

集団接種開設日（5月）

県の大規模接種会場での追加接種（3回目接種）

5 月

4日（水･祝） 6日（金） 7日（土） 11 日（水） 13日（金）

14日（土） 18日（水） 20 日（金） 21 日（土） 25日（水）

27日（金） 28日（土）

Web 予約

毎日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。

感染症対策を講じたうえで実施します。また、感染状況により中止となることがあります。

【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。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 5 月 18 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

③ 特設無料人権相談を実施します 問 社会福祉課(内線 157)

遺言・相続、外国人在留資格、法人設立、内容証明、各種許可申請、車の登録などのさまざま

な困りごとに、行政書士が相談に応じます。

日時 5 月 18 日（水）午後 1時～4時

場所 市役所 本所(笠間市中央 3-2-1）

④ 行政書士 無料相談会を実施します
問 茨城県行政書士会事務局 ℡ 029-305-3731

国・県・市などの行政機関や公共機関に対するご意見ご要望などについて、総務大臣から委嘱

された行政相談委員が相談に応じます。

日時 5 月 25 日（水）午後 2時～4時

場所 友部公民館 相談室(笠間市中央 3-3-6）

⑤ 行政相談を実施します 問 秘書課(内線 225)

令和4年 4月 21日 第 4 ｰ 2号

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。

３ぺージ
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 ⑥ 国民健康保険特定健康診査の指定医療機関の変更をお知らせします 
問 保険年金課(内線 139) 

 
 広報かさま 3月号に折り込みの｢令和 4年度 保健センター年間予定表（P6)｣および国保加入者

へ配布した｢令和 4 年度 特定健康診査(P4)｣に掲載した指定医療機関のうち、「ともべ内科クリニ

ック」が対象外になりましたのでお知らせします。 

 市内の指定医療機関は次のとおりです。医療機関に直接お問い合わせください。 

医療機関名・所在地    電話番号 
石本病院(石井 2047) 0296-72-4051 
笠間中央クリニック(福原 3633-3) 0296-71-6001 
神里医院(笠間 1256) 0296-72-0177 
河村医院(笠間 223-2) 0296-72-2121 
佐藤医院(笠間 981-8) 0296-72-0032 
たかだ脳神経外科・内科クリニック(赤坂 9-17) 0296-71-8808 
メディカルケアクリニックかさま(笠間 1723-2) 0296-71-8585 
あさひクリニック(旭町 108-6) 0296-78-5011 
あやか内科クリニック(八雲 2-5-25) 0296-71-3022 
笠間市立病院(南友部 1966-1) 0296-77-0034 
立川記念病院(八雲 2-12-14) 0296-77-7211 
友部セントラルクリニック(鯉淵 6679-11) 0296-73-4110 
ねもとクリニック(大田町 215-13) 0296-77-7011 
常陸クリニック(旭町 472-1) 0296-78-5911 
ふじえだクリニック(東平 3-1-40) 0296-71-5500 
わたなべ整形外科(鯉淵 6266-140) 0296-70-5577 
梅里クリニック(下郷 4468) 0299-45-2002 
※市外の特定健診医療機関は茨城県医師会のホームページから確認できます。 

 https://www.ibaraki.med.or.jp(｢特定健康診査｣で検索） 

※市の特定健診は、生活習慣病などの病気や異常を早期発見し、早期に治療へつなぐことを目的

 としています。国保加入者の 40歳から 74 歳までの方は，個人負担 1,000 円で受診できます。 

 重複して、市の集団健診や人間ドックを受けることはできません。 

  ⑦ 就労相談を受け付けます 
申・問 いばらき若者サポートステーション ℡ 0120－717－557 

 
 働きたいのに働けない、誰に相談したらいいのかわからない、就職活動のやり方を教えてほし

いなどの就職の悩みを無料で直接お聞きします。相談は個別にキャリアコンサルタントが行いま

す。 

日時 日曜・祝日を除く毎日 午前 10時～午後 5時 

場所 いばらき若者サポートステーション(水戸市赤塚 1-１ミオスビル 1階) 

対象 15 歳～49 歳の未就労者およびその家族 

申込方法 事前に電話で予約をしてください。 

  
ひとりで抱え込まずに相談しましょう。 
「こころの相談室」保健センター  
℡ 0296-77－9145(予約制) ４ぺージ 
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■ごみおよび資源の集積所の設置について

3 月 1 日にごみ集積所の設置・変更・廃止の届出とごみ集積所の管理等について定めた｢笠間市

ごみ及び資源の集積所の設置及び管理に関する要綱｣を制定しました。

集積所の設置、変更および廃止を予定している場合は、必ず資源循環課または各支所地域課

へご相談ください。

○集積所の設置は、原則として概ね 5世帯以上とします

※集積所の場所はごみ収集車が通れる道路幅があること、行き止まりになっていない(収集車が

切り返し出来る)場所であることが必要です。

■ごみ集積ボックス設置費助成金(拡充)について

ごみ集積所に係る地域の費用負担を軽減し、地域のごみ集積所の利用促進を図ります。

○集積ボックスを新設・改築する場合

【設置費用の補助率】費用の 3分の 2(限度額 10万円、100 円未満切り捨て）

※申請から交付までの流れなど詳細は資源循環課または各支所にお問い合わせください。

⑧ ごみおよび資源の集積所についてお知らせします
申・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)

市では、ご家庭から排出されるごみの減量、資源の再利用意識の高揚および生活環境の保全

を図ることを目的に、令和 4年度から生ごみ処理容器等購入費の一部を補助します。

対象者 (1)市内に住所を有し、対象年度内に生ごみ処理容器等を住所地に設置した方

(2)市税に未納のない方

申請方法 生ごみ処理容器等購入後に次の書類と申請書を窓口に提出してください。申請書は

窓口に備え付けてあります。

・領収書その他生ごみ処理容器等を購入したことを証する書類（購入者名、購入額

等の記載のあるもの）

・保証書、製造元、商品名および機種番号等を確認できる書類

※申請から交付までの流れなど詳細は資源循環課または各支所にお問い合わせください。

⑨ 生ごみ処理容器購入費の一部を補助します
申・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)

対象機器・容器 補助率および補助額

生ごみ減量化機器(電動)
・購入金額の 2分の 1以内(1,000 円未満切り捨て)

・20,000 円を上限(1 世帯あたり１基を限度)

生ごみ処理容器

(コンポスト・EMぼかし容器)

・購入金額の 2分の 1以内(1,000 円未満切り捨て)

・3,000 円を上限(1 世帯あたり 2基を限度)

委員会は傍聴することができます。

日時 5 月 26 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 5 月 26 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。

⑩ 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）

令和4年 4月 21日 第 4 ｰ 2号

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。
５ぺージ
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市では、地球温暖化の防止のため、再生可能エネルギーを積極的に活用し、2050 年カーボン

ニュートラルの実現に向けて、住宅用太陽光発電・蓄電システムを設置する方に補助金を交付

します。

対象設備 ※太陽光発電システムのみの設置は補助対象外です。

〇太陽光発電システム

・太陽電池その他設備を用いて太陽光を変換して電気を得る設備

・構成する太陽電池モジュールの最大出力の合計値が 10kW 未満のものであり、かつ、設置時に

未使用のもの

・太陽電池で得た電気が、当該住宅にて使用されるもの

・次に示す蓄電システムと接続し使用するもの

〇蓄電システム

・電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用できるもの

・住宅等に設置された太陽光発電システムと接続され、太陽光発電システムにより発電される

電力を充放電できるもの

・蓄電池部から供給される電力が、当該住宅にて使用されるもの

・国が令和 3年度に実施した、または令和 4年度に実施する補助事業における補助対象設備と

して、国の委託事業者により登録されているものであり、かつ、設置時に未使用のもの

対象者 (1)～(5)のすべてに該当する方

(1)補助金交付時に住民登録している方

(2)次のいずれかに該当する個人

・自ら居住する住宅に太陽光発電システムおよび蓄電システムを設置する方

・自ら居住する住宅に、既に設置された太陽光発電システムと連携する蓄電システムを設置

する方

・住宅を販売する事業者等により未使用の太陽光発電システムおよび蓄電システムがあらか

じめ設置された住宅(システム付き住宅)を自ら居住するために購入する方

(3)補助金を申請した年度内にすべての手続きを完了することができる方

(4)市税に未納がない方

(5)設置者自らまたは同一住所地において居住する者が、茨城県が実施している｢いばらきエコ

チャレンジ｣に登録し、家庭での省エネルギーの取り組みを行う方

補助金額

〇太陽光発電システム 1kW あたり 20,000 円(限度額 80,000 円）

〇蓄電システム 蓄電システムの設置費×3分の 1(限度額 150,000 円）

※システム設置工事の着工前(システム付き住宅を購入する場合は購入前)に申請してください。

※補助金の交付は、1住宅につき 1回限りです。

※申請から交付までの流れなどの詳細は環境政策課にお問い合わせください。

⑪ 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費の一部を補助します
申・問 環境政策課(内線 125)

６ぺージ
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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）



オオキンケイギクは、道路沿いなどで黄色い花を咲かせ、年々その量や生育地を拡大していま

す。この花は繁殖力が非常に強いため、在来種に影響を及ぼすことから｢特定外来生物｣に指定さ

れ、植えたり移動したりすることが法律で禁止されています。

市では、かさま環境を考える会などの市民団体と協働で、今年もオオキンケイギクの抜き取り作業

を行います。ご協力いただける方は、事前にお申し込みください。作業場所などを後日通知します。

また、道路沿いなどでオオキンケイギクを見かけたら情報提供をお願いします。

日時 5 月 28 日（土）午前 9時～正午

申込方法 電話またはいばらき電子申請･届出サービス(右上の二次元コード)でお申し込みくだ

さい。いばらき電子申請･届出サービスで申し込みされた方には、申込時のメールア

ドレスに集合場所等をご連絡します。

申込期限 5 月 17 日（火）

オオキンケイギクの特徴

多年生草本、高さ30～70センチメートル、花期5～7月頃、頭状花(直径5～7センチメートル）、黄橙色

処理するときの注意

根から引き抜き、種の飛散がないように、ビニール袋などに密閉して入れ枯死させた後、燃

えるごみとして処分してください。

※庭などに生えているのを見かけたら駆除してください。

※特定外来生物に関する法律、規制内容など詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止になることがあります。

⑫ ｢特定外来生物 オオキンケイギク抜き取り作戦｣を実施します

申・問 環境政策課(内線 125）

理容室・美容室の協力により理容師・美容師を各家庭に派遣し、頭髪のカットを行う訪問カ

ットサービス(共同募金配分金事業)を実施します

実施日 第 1回：6月 第 2回：9月 第 3回：12 月 第 4回：3月

内容 原則として頭髪のカットのみ

対象 市内在住で、お店でのサービスを利用することが困難な在宅の身体障がい者(児）、寝たき

りの高齢者等(身体障害者手帳で2級以上の方、介護保険認定で要介護3以上の方)

利用料金 1,500 円/回

申込方法 窓口でお申し込みください。申請書は窓口でお渡しています。なお、現在利用中の方

は、電話で申し込みできます。

申込期限 5 月 20 日（金）※随時受け付けています。

⑬ 訪問カットサービスをご利用ください
申・問 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
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笠間市公式 LINE
生活に役立つ情報をお届けします。



〇笠間市空家活用支援補助金

対象 空家・空地バンクに登録されている空家を所有する方や空家(登録物件)を取得または

賃借する方

【拡充内容】居住誘導区域・準居住誘導区域において、下記のとおり拡充。

※居住誘導区域・準居住誘導区域とは、一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サー

ビスやコミュニティが持続的に確保されるよう誘導すべき区域。

(1)空家・空地バンク登録物件利用促進事業(登録物件の取得または賃貸に要する経費の補助）

取得の場合：取得対価の 3パーセント以内(50 万円を限度)

※区域以外は従来どおり 30 万円を限度

賃借の場合：家賃 4ヶ月分に相当する額(20 万円を限度)

※区域以外は従来どおり家賃 2か月分に相当する額(10 万円を限度）

(2)空家・空地バンク登録物件家財道具等処分支援事業(登録物件の家財道具等の処分に要する

経費の補助)

補助額：対象経費の 2分の 1以内(20 万円を限度)

※区域以外は従来どおり 10万円を限度

〇笠間市空家解体撤去補助金

対象 ｢空家等対策の推進に関する特別措置法｣等により必要な措置をとるよう助言や指導等

を受けた所有者等が、将来にわたり管理が行えないことにより、解体撤去を行う場合

【拡充内容】居住誘導区域・準居住誘導区域において、下記のとおり拡充。

住宅の場合：対象経費の 2分の 1以内(80 万円を限度）

※区域以外は従来どおり 50万円を限度

店舗等(大規模小売店舗を除く）、賃貸住宅の場合：対象経費の 2分の 1以内(200 万円を限度)

※区域以外は従来どおり対象外

⑭ 空家活用支援補助金・解体撤去補助金を拡充しました
申・問 企業誘致・移住推進課(内線 592)

市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札(見積り)に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

なお、物品販売・役務の提供等に関しては、市への申請となりますが、建設工事・建設コンサ

ルタント等委託業務に関しては、県入札参加資格共同受付への申請となります。

〇建設工事・建設コンサルタント等委託業務 県ホームページ⇒｢土木部監理課｣で検索

申請方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。

申請期間 5 月 9 日（月）～13日（金）

〇物品販売・役務の提供等 市ホームページ⇒｢参加受付｣で検索

申請方法 窓口へ持参または郵送(書留郵便)でお申し込みください。

申請期間 5 月 9 日（月）～13日（金）

※期間を過ぎて送達された申請書は受理しません。郵送による提出は当日消印有効、信書便に

よる提出は当日通信日付印有効です。

※申請の要項および申請書等は、市ホームページからダウンロードしていただくか窓口で配布

しています。

※名簿登載有効期間は、7月 1日から令和 5年 3月 31 日までです。

⑮ 入札参加資格の追加受付を行います 問 財政課(内線 220)

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
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 ⑰ ｢関東やきものライナー｣が増回します     問 企画政策課(内線 555) 
 
 高速バス｢関東やきものライナー｣が 4月 23 日（土）から 1日 3往復運行します。 

 運行期間は当面の間となり、コロナの感染状況やバスの利用状況等をふまえながら適宜、増回

等の検討が行われる予定です。 

上り 下り 
停留所 時刻 停留所 時刻 
益子駅  8：20 9：20 秋葉原駅 15：10 17：00 18：40 

笠間SC(ポレポレ) 7：50 9：00 10：00 道の駅かさま 16：49 18：39 20：19 
笠間稲荷神社入口 7：52 9：02 10：02 やきもの通り 16：52 18：42 20：22 

笠間駅前 7：55 9：05 10：05 笠間駅前 16：55 18：45 20：25 
やきもの通り 7：58 9：08 10：08 笠間稲荷神社入口 16：58 18：48 20：28 
道の駅かさま 8：01 9：11 10：11 笠間SC(ポレポレ) 17：00 18：50 20：30 
秋葉原駅 10：00 11：20 12：20 益子駅  19：30 21：10 

  ※益子駅以外の益子町内の停留所の記載は省略、上り･下りともに始発便は笠間発または笠間止まり 

令和4年 4月 21日  第 4 ｰ 2号 

市職員を名乗る電話で｢還付金｣｢ATM｣と聞いたら 
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 ⑱ 春の地域安全運動を実施します          問 市民活動課(内線 135) 
 
 4 月下旬から 5月上旬は、新入学・入園した子供や就職・転勤等で生活環境が変わった人も、

新たな環境に慣れ始めて気の緩みも生じやすい時期です。また、ゴールデンウィークでの行楽や

農繁期も重なることから、犯罪の増加も予想されます。住宅侵入窃盗や乗り物盗の被害防止対策

など、今一度、見直しをしてみましょう。  

実施期間 4 月 25 日（月）～5月 9日（月） 

 

 ⑯ 高齢者芸術鑑賞事業が一部変更となります 
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382)  

 優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、従来の対象者である 65 歳以上の方と同

伴の家族の方 1 名(いずれも市内在住の方)に加え、毎月 7 日(7 日が休館日の場合は翌日)は市内

在住の方はどなたでも笠間日動美術館への入館が無料となりますので、ぜひご利用ください。 

 入館時は免許証、マイナンバーカード、保険証等の提示をお願いします。 

期間 令和 5年 3月 31 日まで 

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4) 

 

 ⑲ 講演会 ｢フィリピン沖に散った筑波空の搭乗員たち」 
申・問 筑波海軍航空隊記念館 ℡ 0296-73-5777  

 フィリピン特攻で戦死した筑波隊員 4名のエピソードを中心に、出撃した金剛隊員たちについ

てお話していただきます。 

日時 5 月 22 日（日）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時 

場所 筑波海軍航空隊記念館 2階 映像研修室(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 

講師 元筑波海軍航空隊記念館友の会 事務局長 南
みなみ

 秀利
ひでとし

さん 

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 5 月 21 日（土） 

 



障がいのある方たちの職業能力の向上を図り、雇用を促進することを目的として開催されます。

日時 7 月 9日（土）午前 9時～午後 4時、10日（日）午前 9時～午後 1時

場所 茨城県職業人材育成センター(水戸市水府町 864-4）

対象 次のすべてに該当する方

・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方

※相当する証明書等を所持している方も含む

・競技時間に十分耐えられ、かつ支障をきたさない健康状態にある方

・県内に居住、勤務または在学している方

・令和 4年 4月 1日現在で満 15 歳以上の方

参加費 無料

申込方法 参加申込書をダウンロードして持参または郵送してください。

ホームページ https://www.jeed.go.jp/location/shibu/ibaraki/
申込期限 5 月 9 日（月）

㉑ 第 51回 茨城県障害者技能競技大会参加者募集

申・問 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城支部 高齢・障害者業務課

〒310-0803 水戸市城南 1-4-7 第 5プリンスビル 5階 ℡ 029-300-1215

競技種目 定員

電子機器組立 4名

ワード・プロセッサ 20 名

ビルクリーニング、喫茶サービス 各 27 名

縫製、木工(知的障害者に限る) 各 10 名

パソコンデータ入力(知的障害者に限る) 20 名

オフィスアシスタント 10 名

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。10 ぺージ
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身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。当日

はハイキングのできる服装でご参加ください。親子での参加もお待ちしています。

日時 5 月 14 日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 笠間湖(飯田ダム)周辺

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然環境に興味のある方

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 マスク、飲み物、植物等の図書、雨具(傘･長靴)、杖(ステッキ）、筆記用具など

申込方法 いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)または電話でお申し込みく

ださい。いばらき電子申請・届出サービスで申し込みされた方には、申込時のメー

ルアドレスに応募結果等を通知します。

申込期限 5 月 6 日（金）

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止にすることがあります。

⑳ 第 73 回 自然観察会

申・問 環境政策課(内線 125）



〇初めての YOGA クラス 無理なく楽しく、健康な体を目指しましょう。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。

〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会～夜を包む会～ 落語と暮らしに役立つ風呂敷講座をお届けします。

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。

㉓ 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 5 月 25 日（水）午前 9時 30 分～11時 30 分

講師 Lufelias Yoga Yju 河原井 理恵さん
ル フ ェ リ ア ス ヨ ガ ユジュ か わ ら い り え

定員 8 名

入場料 1,500 円 ※レンタルヨガマット有(300 円)。申し込み時にお知らせください。

日時 5 月 28 日（土）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分～

出演 落語：万葉亭 小太郎さん 着付け講師：根本 ゆかりさん
まんようてい こ た ろ う ね も と

入場料 500 円

〇駅前シネマ「いのちの山河 日本の青空Ⅱ」 医療費の無料化と乳児死亡率ゼロを達成した

岩手県山あいの沢内村を舞台に描く感動の実話。

〇モーニングコンサート モーツァルトやバッハなどクラシックの名曲を演奏します。

申込方法 電話、または窓口で直接お申し込みください。

※新型コロナウイルスの感染症影響により中止になる可能性があります。また、感染拡大防止の

ため、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。

㉒ 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 5 月 15 日（日）午前 10時、午後 2時、午後 6時（上映時間 120 分）

定員 各回 70 名(先着順）

入場料 一般：前売券 1,000 円 当日券 1,200 円 中高生は前売券・当日券ともに 800 円

日時 5 月 20 日（金）開場：午前 10 時 開演：午前 10 時 30 分

出演 ヴァイオリン:高辻 瑶子さん、チェロ:芝崎 紘生さん、ピアノ:小林 萌里さん
たかつじ よ う こ しばさき ひ ろ き こばやし もえ り

定員 90 名(先着順）

入場料 500 円

令和4年 4月 21日 第4 ｰ 2号

11 ぺージ
2022-0421

気持ちのいい芝生の上で、自然を感じながらみんなで一緒にヨガを楽しみませんか。

日時 5 月 14 日・21 日・28日の土曜日 午前 8時～9時 30 分

場所 笠間つつじ公園 山頂広場(笠間市笠間 616-7)

講師 ミドルエイジヨガ あくつ ともこさん

定員 各回 15 名(先着順）

参加費 1,000 円

持ち物 ヨガマット、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装

申込方法 窓口で直接または電話、メールでお申し込みください。

㉔ 春の朝ヨガ ～ミドルエイジヨガ～
申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 メール kasama@intio.or.jp

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。



どなたでも参加できる運動教室を毎月、総合公園と市民体育館でそれぞれ開催しています。

初回の方は無料で体験できます。

場所 総合公園(笠間市箱田 867-1) ※開催場所が変更になる場合もあります。

場所 市民体育館(笠間市石井 2068-1) ※開催場所が変更になる場合もあります。

定員 各 20 名程度(先着順）

持ち物 飲み物・タオル・上履き・ストレッチマット等(教室内容により異なりますので、お問

い合わせください）

申込方法 開催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。

受付時間 午前 8時 30 分～午後 4時 30 分

㉕ 5・6月「各種運動教室」
申・問 NPO日本スポーツ振興協会 総合公園：℡ 0296-72-9330 市民体育館：℡ 0296-72-2101

教室名・参加費 開催日時

ヒップホップ教室

小学 1～3年生クラス 2,000 円/月 5 月 10 日・17日・24日・31 日、

6月 7日・14 日・21 日・28 日

午後 5時 30 分

～6時 20 分ヒップホップ教室

小学 4～6年生クラス 2,000 円/月

ピラティス教室 500 円/回
5 月 10 日・24 日、

6月 14 日・28 日

午後 6時 30 分

～7時 30 分

テニス教室

初心者クラス 4,200 円/月 5 月 4日・11 日・18 日・25 日、

6月 1日・8日・15 日・22日

午前 10時

～11時 30 分テニス教室

経験者クラス 4,200 円/月

ヨガ教室 500 円/回
5 月 6日・13 日・20 日・27 日、

6月 3日・10 日・17 日・24 日

午前 10時 30 分

～11時 30 分

シェイプアップ 500 円/回
5 月 7日・14 日・21 日・28 日、

6月 4日・11 日・18 日・25 日

午前 10 時～11 時

エアロビクス 2,000 円/月 午後 1時 15 分～3時

ズンバ 500 円/回 午後3時30分～4時30分

教室名・参加費 開催日時

高齢者のための

筋力アップ健康運動

500 円/回

5月 2 日・9日・16日・23 日・30 日、

6月 7日・13日・21日・27 日

※5月 2日、6月 7日は初心者向けのメニュー

午前 10 時～11時 30 分

リズムウォーク

500 円/回

5月 5 日・12日・19日・26 日、

6月 9日・16日・23日・30 日
午後 2時～3時

月曜こどもテニス

2,000 円/月

5月 9 日・16日・23日、

6月 7日・13日・27日

①小学 1年～3年

午後4時 30分～5時 20分

②小学 4年～6年

午後5時 30分～6時 20分

水曜こどもテニス

2,000 円/月

5月 11 日・18 日・25日、

6月 8日・15日・22日

木曜こどもテニス

2,000 円/月

5月 12 日・19 日・26日、

6月 9日・16日・23日

金曜こどもテニス

2,000 円/月

5月 13 日・27 日、

6月 3日・10日・17日・24 日

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。12 ぺージ
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。

幅広い年代の人が参加できる教室を毎月開催します。お気軽にご参加ください。

場所 笠間市いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586−4)

定員 各回 10 名程度(先着順)

申込方法 開催前日までに窓口で直接、またはお電話でお申し込みください。

受付時間 午前 9時～午後 8時 30 分

㉖ 5・6月「笠間市いこいの家はなさか教室」
申・問 笠間市いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586−4) ℡ 0296-77-5110

教室・参加費 開催日時

ワイヤークラフト：2,000 円/回

カラーワイヤーでさまざまな作品を作成します。

5月 25 日、6月 22 日

午前 10時 30 分～午後 0時 30 分

切り絵：2,000 円/回

絵をカッターで切り抜いて花や動物の形にします。 5月 25 日、6月 22 日

午前 10時～正午パステルシャインアート：2,000 円/回

2歳からご高齢の方まで、手ぶらで参加可能です。

腰痛・ヘルニア予防トレーニング：500 円/回

予防改善、運動習慣をつけたい方も楽しく運動をできます。

毎週火曜日

午前 10時～11 時 30 分

アロマヨガ：1,000 円/回

アロマの香りに癒されながら、気持ちよく身体を整えます。

毎週水曜日

午後 1時～1時 50 分

健康リズム体操：500 円/回

リズムに合わせて、全身を動かす運動プログラムです。

毎週土曜日

午後 1時～2時

オカリナ：1,000 円/回

楽譜が読めなくても大丈夫。初心者の方も始めやすい教室です。

5月 18 日･25 日、6月 8日･22 日

午後 1時～2時

場所 笠間地区建設職業訓練校(笠間市笠間 1688-1)

その他 参加費のほかテキスト代(初回のみ 550 円)、パソコン貸出(200 円/回)がかかります。

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 5 月 7 日（土）

㉘ 中高年にやさしい教室シリーズ受講者募集
申・問 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

教室 日時 参加費

インターネット
Aコース：毎週火曜日

Bコース：毎週土曜日

午前 10時～11 時 30 分
5,000 円/月

エクセル 午後 3時 30 分～5時

ワード 午後 1時 30 分～3時 1,000 円/回

アンドロイド

スマートフォン

第 1金曜日

第 2・4火曜日
午前 10時～11 時 30 分 3,000 円/月

令和4年4月 21日 第4 ｰ 2号

読み語りの会プラスワンが朗読会を開催します。事前申し込みは不要ですので、どなたでも気

軽にお越しください。

日時 5 月 17 日（火）午後 1時 30 分～

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前１-10）

内容 葉桜と魔笛、お取替え、モーニングコール、夜のドライブ、絵のない絵本、しっぺい太郎

㉗ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

13 ぺージ
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【回覧】次号は 5月 12 日発行 第4-3 号

日時 5 月 6日（金）～8月 12 日（金）昼の部：毎週月・水曜日 午前 9時～11 時

夜の部：毎週水・金曜日 午後 7時～9時

場所 橋爪弓道場(笠間市橋爪 604)

対象 高校生以上

定員 各 10 名(先着順）

参加費 1,000 円/3 か月

申込方法 電話でお申し込みください。

㉛ 弓道教室
申・問 友部弓道クラブ 門井 ℡ 090-1614-9032

か ど い

活動期間のみ:橋爪弓道場 ℡ 0296-78-1550

日時 5 月 8日（日）・22日（日）午後 3時～4時

場所 笠間武道館(笠間市石井 2068-1)

対象 年長～小学生

定員 10 名

参加費 無料(用具は貸し出します)

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 5 月 7 日（土）

※当日はマスク着用をお願いします。体調がすぐれないときは見合わせてください。

㉚ スポーツチャンバラ体験教室
申・問 笠間市スポーツチャンバラ少年団 鈴木 ℡ 0296-73-0970

14 ぺージ
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〇artesano LUZ 作品展 真剣に遊ぶ。その⑥ -ほぼほぼ、青い。-

とんぼ玉の技法を用いて制作したガラス細工の作品を展示します。

〇Hayakawa Chihiro ハープミニライブ 2022

アットホームな雰囲気の中、日本では珍しいハープ弾き歌いの世界をお楽しみください。

㉙ 笠間の家 イベント
問 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） ℡ 0296-73-5521

日時
5 月 19 日（木）～28 日（土）午前 10時～午後 4時

※初日(19 日)は正午から、最終日(28 日)は午後 3時まで

出展 artesano LUZさん
ア ル テ サ ー ノ リ ュ ズ

日時 5 月 29 日（日）開場：午後 2時 45 分 開演：午後 3時

出演 早川 ちひろさん
はやかわ

入場料 予約：1,500 円 当日：1,800 円（全自由席）

定員 20 名

申込方法
笠間の家または、丘の上音楽教室(℡ 0296-73-0704)までお電話か、直接窓口でお申し

込みください。ご予約後のキャンセルは 1週間前までにお願いします。


