
  

 
  

  ※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マスクの着用の考え方および就学前児の 

 マスク着用について 

④市政懇談会を開催します 

⑤マイナポイントの申し込みはお済みですか 

⑥栗の収穫および選別の従事者を募集します 

⑦保健センターからのお知らせ 

⑧会計年度任用職員を募集します 

⑨エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑩不法投棄･無許可の埋め立てにご注意ください 

⑪優良運転者を表彰します 

⑫アルバイトの労働条件を確かめよう 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑬地域包括支援センターからのお知らせ 

⑭介護予防教室「元気すこやか教室」 

⑮  ｢市民後見人養成講座」事前説明会 

⑯ウェルネス高等学校 市民参加型講座 

⑰ビオトープ天神の里 昆虫観察会 

 

 

 

⑱こどもエコ教室     ～買って、作って、 

 食べて、考えよう～ 

⑲第 115 回 笠間の菊まつり presents  

 ガーデンマムを育ててみませんか 
⑳企画展    ｢開館 50 年記念 パリ、東京、 
 ニューヨークモダンアートの軌跡」 

㉑大人の図書館見学会 

㉒朗読による夏のひとときを 

㉓特別上映会 

 ｢桜田門外ノ変｣  &   ｢桜田門内の変!?｣ 

㉔笠間の家  イベント 

㉕ハープ・コンサート 

㉖ジャワ島のガムランコンサート& 

 ワークショップ 

㉗道の駅かさまファミリーコンサート 

㉘ノルディックウォーキング体験教室 

㉙キッズヒップホップ短期教室 

㉚婚活相談会 

㉛まちの駅 笠間宿 

 

■お詫びと訂正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和4年 6月 2日  第 4 ｰ 5号 

 ① 新型コロナウイルス感染症関連情報(5月 31 日現在） 
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 

 

市内の新規感染症患者数は 4月以降減少傾向にありますが、県内での感染は続いています。 

市民の皆さんには、引き続き、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）の回避等の感染防止対策の徹底をお願いします。 
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追加接種(3 回目接種)の接種間隔が 1か月短縮されました。これにあわせ、接種券の発行時期

も変更し、2回目接種完了後 5か月を目安に順次送付します。

〇市の集団接種
実施日 6 月 25 日（土）

会場 保健センター(地域医療センターかさま内：笠間市南友部 1966-1）

ワクチンの種類 ファイザー社

予約方法 接種券が届いてから右の二次元コードから 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。

〇市内医療機関での個別接種
予約方法 接種券が届いてから下記の医療機関に直接予約をしてください。

ワクチンの種類 6 月受付分からファイザー社(ワクチンの供給状況により変更有）

接種対象者 2 回目接種完了後 5か月を経過した 12歳以上の方

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)について

接種対象者

変更後 変更前

2 回目接種完了後、5か月以上経過した 12歳以上の方
2回目接種完了後、6か月以

上経過した12歳以上の方

医療機関名 電話番号 予約方法 予約案内

石本病院(石井 2047) 0296-72-4051 電話･窓口

笠間耳鼻咽喉科(笠間 1107-4) 0296-73-0111 電話

神里医院(笠間 1256) 0296-72-0177 電話･窓口

河村医院(笠間 223-2) 0296-72-2121 電話･窓口 高校生以上

佐藤医院(笠間 981-8) 0296-72-0032 電話

下田整形外科(笠間 4390-3） 0296-73-0858 電話･窓口

たかだ脳神経外科･内科クリニック

(赤坂 9-17)
0296-71-8808 電話

接種実施：月・土曜日 お問い合わせください。

※18歳以上のみ

あさひクリニック(旭町 108-6) 0296-78-5011 電話･窓口 当院で初回接種をした方のみ

笠間市立病院(南友部 1966-1) 0296-77-0034 電話

立川記念病院(八雲 2-12-14) 0296-77-7211 窓口

予約

平日:午前9時～11時30分/午後1時～4時30分

土曜日:午前9時～11時30分/午後1時～3時

ともべ内科クリニック

(東平 3-1-21)
0296-70-5500 電話

予約:午前 9時～正午/午後2時～5時

接種実施:火・金曜日の午後 1時 45 分～

※18歳以上のみ

ねもとクリニック(大田町215-13) 0296-77-7011 電話･窓口

梅里クリニック(下郷 4468) 0299-45-2002 電話 当院で初回接種をした方のみ

高瀬医院(安居 1291) 0299-45-2140 電話･窓口

詳しくはこちら

Web 予約
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



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 978-6）

接種対象者 笠間市に住民票がある 18 歳以上で 2回目・3回目接種完了後 5か月を経過した方

予約方法 接種券が届いたら右の二次元コードから 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

市では現在、追加接種を進めていますが、12歳以上の方の初回接種も行っています。下記の医

療機関へお問い合わせのうえ、直接予約を行ってください。

ワクチンの種類 ファイザー社

県大規模接種会場での接種(3・4 回目接種)

6 月
8 日（水） 10日（金） 11日（土） 15 日（水） 17 日（金）

18 日（土） 22日（水） 24日（金） 25 日（土） 29 日（水）

初回接種(1・2 回目接種)について

医療機関名 電話番号 予約方法 予約案内

石本病院(石井2047) 0296-72-4051 電話･窓口

佐藤医院(笠間981-8) 0296-72-0032 電話

たかだ脳神経外科･内科クリニック

(赤坂9-17)
0296-71-8808 電話

接種実施：月・土曜日 お問い合わせください。

※18歳以上のみ

笠間市立病院(南友部1966-1) 0296-77-0034 電話

立川記念病院(八雲2-12-14) 0296-77-7211 窓口

予約

平日:午前9時～11時30分/午後1時～4時30分

土曜日:午前9時～11時30分/午後1時～3時

ともべ内科クリニック

(東平3-1-21)
0296-70-5500 電話

予約:午前 9時～正午/午後2時～5時

※18 歳以上のみ

ねもとクリニック(大田町215-13) 0296-77-7011 電話･窓口

Web 予約

令和4年 6月 2日 第4 ｰ 5号
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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）



5月 20日、厚生労働省からマスク着用の考え方と就学前児のマスク着用の取扱いが示されました。

引き続き基本的な感染対策(手指衛生や換気など)を徹底していただくとともに、マスク着用に

ついては以下を参考にしてください。

屋内とは…外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

・基本的な感染対策としてのマスク着用の位置づけに変更はありません。

・夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の｢着用の必要はない｣場面でマスクを外すこと

を推奨。

・高齢者と会う時や病院に行くときなど、ハイリスク者と接する場合にはマスクを着用する。

事例 1：ランニングなどの離れて行う運動、鬼ごっこなどの密にならない外遊び

事例 2：徒歩での通勤などで、屋外で人とすれ違うような場合

事例 3：通勤電車の中

2 歳未満(乳幼児) 引き続きマスク着用は推奨しません。

2 歳以上 オミクロン株への対応として、保育所等でも一時的にマスク着用を推奨してきまし

たが、以下の通りオミクロン株対策以前の取り扱いに戻します。

「保育所等では、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体

的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場

合などにおいて、施設管理者等の判断により、可能な範囲で、マスクの着用を求めることは考

えられる」

③ マスクの着用の考え方および就学前児のマスク着用について
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

マスクの着用の考え方

身体的距離が確保できる(2メートル以上を目安） 身体的距離を確保できない

屋内 屋外 屋内 屋外

会話を行う

着用を推奨する

(十分な換気など感染防止

対策を講じている場合は

外すことも可)
着用の必要はない

(事例 1)

着用を推奨する 着用を推奨する

会話を

ほとんど

行わない

着用の必要はない
着用を推奨する

(事例 3)

着用の必要はない

(事例 2)

小学校就学前の児童のマスク着用について
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市指定ごみ袋の在庫は十分にあります。買い占めはご遠慮ください。

市長と意見交換をする｢市政懇談会｣を次の通り開催します。事前の申し込みは不要ですので、

ぜひお越しください。

※屋内での開催のため、マスク着用でご参加をお願いします。

日時 7 月 2日（土）午後 2時～

場所 市役所 岩間支所 2階 会議室(市民センターいわま：笠間市下郷 5140)

④ 市政懇談会を開催します 問 秘書課(内線 224)



マイナンバーカードを取得し健康保険証、公金受取口座の登録を行った方へのマイナポイントの

申し込み・付与が始まります。手続きはスマートフォンやパソコンで簡単に行うことができます。

システムメンテナンスのため、6月 25 日（土）から 30 日（木）の午前中まで全てのメニュー

がご利用いただけませんのでご注意ください。

申込開始 6 月 30 日（木）午後から

市ではマイナポイント申し込みを支援する特設会場を設置しています。笠間支所および岩間支

所からは、電話またはテレビ電話による相談も受け付けています。お気軽にご利用ください。

設置期間 令和 5年 2月 28 日（火）まで

午前 9時～午後 5時(土日祝日を除く。最終受付午後 4時 45 分）

7月 2日（土）、3日（日）、9日（土) は本所のみ臨時開設します。

設置場所 市役所本所 1階 特設会場(笠間市中央 3-2-1)

※マイナンバーカードをお持ちでない方は先にマイナンバーカードの申し込みが必要です。

※令和 4年 9月末までのマイナンバーカード申込分までが対象となります。

※申込支援にはマイナンバーカードと 4桁の暗証番号、キャッシュレス決済方法、公金受取口座

が必要となります。既に健康保険証や公金受取口座の登録済の方も改めてポイント申し込み

(キャッシュレス決済方法の指定)が必要となります。

⑤ マイナポイントの申し込みはお済みですか

問 デジタル戦略課(内線 217)

令和4年 6月 2日 第4 ｰ 5号
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農業公社では、栗の収穫および選別の作業に従事いただける方を募集します。

期間 8 月下旬～10月中旬 ※栗の収穫時期の関係で前後することがあります。

申込方法 農業公社の窓口で直接または郵送、FAX、メールでお申し込みください。申し込み用

紙は窓口で配布、またはホームページからダウンロードできます。

申込期限 7 月 1 日（金）

※7月中旬に面接を実施予定です。申し込み受け付け後にご連絡します。

⑥ 栗の収穫および選別の従事者を募集します
申・問 (一財)笠間市農業公社 笠間市中央 3-2-1 ℡ 0296-73-6439 FAX 0296-73-6438

メール info@kasama-agri.jp HP http://www.kasama-agri.jp/

勤務内容 収穫作業 選別作業

勤務時間
午前中の都合のよい時間帯で

2～3時間程度

月～土のうち週 3日

午前 9時～午後 3時 ※昼 1時間休憩あり

勤務場所 市内の栗栽培ほ場
栗選果施設 旧 JA常陸直売所｢めばえ｣

(笠間市笠間 4376）

報酬
収穫した栗の重量による

(100 円/㎏、選別後の良栗)

900 円/時間

交通費支給(上限あり）

定員 25 名程度 15名程度

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。）



〇健康診査・各種がん検診の予約を受け付けています

健康診査・各種がん検診は予約制で行いますので、受診を希望する場合は事前に申し込みが

必要です。定員になりしだい締め切ります。なお、インターネットでの予約は、日程ごとに申し

込み締切日が異なりますのでご注意ください。詳細は｢令和 4年度保健センター年間予定表｣をご

確認ください。

※｢健診インターネット予約｣の利用には、事前に利用者登録が必要になります。

利用者登録 パソコンからは https://kenko-link.org/ スマホからは右上の二次元コードから
〇集団健診(検診)

胃がん検診あり 特定健診、高齢者健診、生活習慣病予防健診、B・C型肝炎ウイルス検査、

胃がん検診、結核・肺がん検診、大腸がん、前立腺がん検診

※8月 31 日(水)は特定健診、高齢者健診、生活習慣病予防健診、B・C型肝炎ウイルス検査、

結核・肺がん検診、大腸がん、前立腺がん検診(胃がん検診はなし)の検診です。

胃がん検診なし 特定健診、高齢者健診、生活習慣病予防健診、B・C型肝炎ウイルス検査、

結核・肺がん検診、大腸がん、前立腺がん検診

子宮頸がん・乳がん検診 子宮頸がん検診、乳がん検診(超音波・マンモグラフィ）

※骨粗しょう症検診は 9月 3日（土）のみ実施

申込方法 窓口で直接または電話、インターネットでお申し込みください。

※健診結果は約 1か月後に送付します。健診結果を紛失した場合、再発行には手数料・送料が

かかります。

⑦ 保健センターからのお知らせ
申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

健診日 受付時間 場所

9 月 12 日(月)･30 日(金)
午前 8時～11時 保健センター

8月 31 日(水)※

健診日 受付時間 場所

8 月 1 日(月)･ 19日(金)

午前 9時 30 分～11 時

午後 1時 30 分～3時

保健センター

8月 22 日(月）・23日(火) 地域福祉センターいわま

8月 25 日(木)・26日(金) 笠間公民館

9月 5日(月)・ 9日(金) 保健センター

9月 14 日(水） 地域福祉センターいわま

9月 16 日(金） 保健センター

9月 21 日(水）・ 22日(木） 笠間公民館

健診日 受付時間 場所

8 月 4 日(木) 乳がん検診：午前 10時、午前 10時 20 分

乳がん･子宮頸がん検診：

午後 0時 30 分、午後 0時 50 分、午後 1時 10 分

骨粗しょう症検診：午前 9時 30 分、午後 2時

地域福祉センターいわま

8月 8日(月) 保健センター

8月24日(水) 笠間公民館

9月 3日(土)※ 保健センター
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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)



〇歯周疾患検診を受けましょう

40 歳・50 歳・60歳・70歳の方を対象に、歯科医院で個別に受ける歯周疾患検診を実施してい

ます。定期的に歯科医院を受診していない方は、この機会に受診しましょう。

対象 笠間市に住所を有する 40歳・50 歳・60歳・70 歳の方

40歳：昭和 57 年 4月 1 日から昭和 58年 3 月 31 日までに生まれた方

50歳：昭和 47 年 4月 1 日から昭和 48年 3 月 31 日までに生まれた方

60歳：昭和 37 年 4月 1 日から昭和 38年 3 月 31 日までに生まれた方

70歳：昭和 27 年 4月 1 日から昭和 28年 3 月 31 日までに生まれた方

※受診する時点で通院(治療)中の方は、検診の対象になりません。

自己負担金 900 円 ※治療は後日となり、別途受診料がかかります。

検診期限 令和 5年 3月 31 日（金）

受診方法 市内の契約歯科医院(市ホームページ参照)に予約をして受診してください。

40歳･50 歳の方：保健センターから送付された受診券(はがき)を持参してください。

60歳･70 歳の方：保健センターへ申し込み後、送付される実施通知書(問診票)を持参してください。

勤務内容 一般事務補助(電話対応、窓口受付業務補助、データ入力作業 等）

雇用期間 7 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 ※期間延長あり

勤務時間 週 5日(週休日：毎週土曜日・日曜日）

うち週 4日：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(7 時間 45分勤務）

うち週 1日：午前 8時 30 分～午後 4時(6 時間 30 分勤務）

勤務場所 市立病院(笠間市南友部 1966-1）

募集人数 1 名

賃金 923 円/時間 ※別途通勤手当支給(要件あり)

資格等 パソコン(ワード・エクセル等)操作ができること

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)を本人が直接持参してください。履歴書等は返却しません

ので、ご了承ください。

申込期限 6 月 15 日（水）

⑧ 会計年度任用職員を募集します 申・問 市立病院 ℡ 0296-77-0034
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委員会は傍聴することができます。希望者は電話でお申し込みください。

日時 6 月 30 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）

申込期限 6 月 30 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。

⑨ 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）

かさめ～るにご登録ください。
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笠間地区交通安全協会では、永年(10 年以上)無事故・無違反運転の方に対する表彰を行ってい

ます。手続きは簡単ですので運転免許証と印鑑をお持ちのうえ、ぜひ申請してください。

申請の条件

(1)笠間地区交通安全協会に入会している (2)笠間警察署管内(笠間市･城里町)に居住している

(3)運転免許(原付･二輪を除く)所持者 (4)10 年以上無事故・無違反

申請期限 8 月 31 日（水）

⑪ 優良運転者を表彰します
申 笠間地区交通安全協会事務局(笠間市寺崎79-1:笠間警察署内) 市民活動課 各支所地域課

問 笠間地区交通安全協会事務局(笠間警察署内) ℡ 0296-72-1396

茨城労働局では、学生アルバイトの労働条件を確保するうえで重要な事項の周知・啓発など

のキャンペーンを実施しています。詳しくは、労働条件ポータルサイト(右上の二次元コード)

でご確認ください。

期間 7 月 31 日（日）まで

アルバイトを雇うときの 5つのポイント

(1)アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です。

(2)勤務シフトの設定を適切にしましょう。

(3)アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります。

(4)アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃

金から控除することもできません。

(5)アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に

違反する減給制裁はできません。

⑫ アルバイトの労働条件を確かめよう

問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

｢一時的に資材置場として土地を貸してほしい｣｢良い土で土地を埋め立ててあげます｣などのう

まい話を持ちかけられ、安易に土地を貸した結果、廃棄物の不法投棄や質の悪い土を山積みされ

てしまうことがあります。不法投棄などのトラブルに巻き込まれないようご注意ください。

また、不法投棄の防止や対策には、早期発見、早期対応が最も重要です。不法投棄、不審な

残土埋め立てを発見した場合には、通報をお願いします。

不法投棄 110 番 ℡ 0120-536-380

受付時間 平日：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 ※受付時間外は笠間警察署まで

県では、パソコン・スマートフォンから産業廃棄物の不法投棄の通報ができる｢PIRIKA｣(ピリ

カ)というアプリを無料で配信しています。利用方法は右上の二次元コードからご確認ください。

⑩ 不法投棄・無許可の埋め立てにご注意ください
問 資源循環課(内線 129) 茨城県廃棄物規制課 ℡ 029-301-3035

笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

休日の認知症相談は 13 時～16 時にお電話ください。
フロイデ友部 ℡ 0296-73-5577 (第 1･2 土曜日）
デイサービスともべケアセンター ℡ 0296-71-9638 (第 3･4 土曜日)



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。

〇健康座談会(メディカルカフェ）

｢介護保険｣がテーマです。介護保険について詳しく知るとともに、自分や家族のこれからにつ

いても考えてみませんか。

対象 市内在住の方

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。

⑬ 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 7 月 4日（月）午後 2時～4時 30 分

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 田山 香代子さんによる個別相談
た や ま か よ こ

定員 3 名(先着順）

申込期限 6 月 29 日（水）

日時 7 月 14 日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

内容 講話：「知って安心！介護保険」相談等 講師：主任介護支援専門員

定員 20 名(先着順）※定員に達ししだい締め切ります。

生活機能の改善を目的とした短期集中型の介護予防教室を開催します。

日時 7 月 5日～9月 20 日の毎週火曜日 午後 1時～3時

場所 フロイデ総合在宅サポートセンター友部(笠間市鯉淵 6526-19）

内容 保健、医療の専門職による運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防のプログ

ラム(全 12 回)に取り組みます。終了後もご自宅で続けられるよう支援します。

(1)健康チェック(血圧測定など) (2)専門職によるトレーニング指導

(3)転倒予防体操等 (4)自宅での生活指導 など

対象 市内在住の 65 歳以上で、次のいずれかに該当する方。ただし、通所介護予防サービスを利

用している方は参加できません。

(1)要支援1、2の認定を受けている方 (2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方

※基本チェックリストを高齢福祉課、各支所福祉課で実施しています。

定員 10 名程度(先着順）

参加費 1,500 円(全 12 回分）

申込方法 フロイデ総合在宅サポートセンター友部へ直接電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 24 日（金）

※申し込み後、ケアプランを作成するため、地域包括支援センター職員がご自宅を訪問します。

⑭ 介護予防教室「元気すこやか教室」
申 フロイデ総合在宅サポートセンター友部 ℡ 0296-73-5577 問 高齢福祉課(内線 174)
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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。

令和4年 6月 2日 第 4 ｰ 5号
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地域に暮らす判断能力の不十分な方の権利を守るために、地域住民が地域における権利擁護の

担い手として活動する｢市民後見人養成講座｣の事前説明会を開催します。

内容 基調講演：成年後見制度の概要と成年後見人の職務

オリエンテーション：市民後見人養成講座とは

日時 7 月 6日（水） 午後 1時 30 分～4時 30 分

場所 水戸市福祉ボランティア会館 大研修室(水戸市赤塚 1-1）

対象 ・20歳以上で、いばらき県央地域連携中枢都市圏(水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、

小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村)域内に在住の方

・8月～10 月開催の養成講座に全日程(全 11 回)受講可能な方

・地域の福祉に貢献したいとお考えの方 ・普通自動車運転免許を有する方

参加費 無料

申込方法 郵送または FAX で申し込みください。

申込期間 6 月 15 日（水）～30日（木）

⑮ 「市民後見人養成講座」事前説明会
申・問 水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター(〒311-4141 水戸市赤塚 1-1）

℡ 029-309-5001 FAX 029-309-5525

4 月に開校した日本ウェルネス高等学校による市民参加型講座です。どなたでも無料で参加で

きます。予約は不要ですので当日直接会場にお越しください。

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

⑯ ウェルネス高等学校 市民参加型講座
申・問 日本ウェルネス高等学校 ℡ 0296-71-5553

日時
6 月 22 日（水）

一部 午前 9時～10 時 20 分 二部 午前 10 時 30 分～11時 50 分

内容

セルフリーダーシップ講座

｢悩みの原因」

講師：同校バレー部顧問/

元Vプレミアリーグチーム監督

戸澤 勉さん
と ざ わ つとむ

アスリート&パフォーマー教育講座

｢救急医療の最前線、

命をつなぐフライトナースとは」

講師：国立病院機構水戸医療センター救命

センター看護師 菊池 知恵さん
き く ち と も え

日時
6 月 29 日（水）

一部 午前 9時～10 時 20 分 二部 午前 10 時 30 分～11時 50 分

内容

セルフリーダーシップ講座

｢自己受容」

講師：同校バレー部顧問/

元 Vプレミアリーグチーム監督

戸澤 勉さん

アスリート&パフォーマー教育講座

｢メンタルを強化するには、コントロール力と

準備力のどちらかが必要か」

講師：ピアニスト 山際 紗也香さん
やまぎわ さ や か

バイオリニスト 市川 友佳子さん
いちかわ ゆ か こ

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



〇昆虫観察会

ビオトープ天神の里では、さまざまな植物や昆虫などを観察できます。施設内を

散策して、国蝶のオオムラサキやカブトムシなどを観察してみませんか。

※小学 3年生以下は保護者同伴

〇夜の昆虫観察会

ビオトープ天神の里で、夜の昆虫観察会を行います。昨年は、コクワガタ、カブト

ムシ、ヘイケボタルなどを見ることができました。どんな虫たちが活動しているか、

みんなで楽しく観察してみませんか。長袖・長ズボンなど虫に刺されない服装でご参加ください。

※小学生以下は保護者同伴

場所 ビオトープ天神の里(北山公園付近)

定員 50 名

※応募者多数の場合は抽選としますが、市内在住の方を優先とします。

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

ください。

※電子申請・届出サービスでお申し込みの方には、お申し込み時のメールアドレスに応募結果等

を通知します。

※ビオトープ天神の里を作る会では自然保護活動などを行っています。活動にご興味のある方は

お問い合わせください

⑰ ビオトープ天神の里 昆虫観察会
申 環境政策課(内線 125)

問 NPO 法人ビオトープ天神の里を作る会 橋本 ℡ 090-2214-5589

日時 7 月 2日（土）集合：午前 10 時 観察：午前 10時 20 分～正午 ※荒天中止

持ち物 マスク、飲み物、汗拭きタオル

申込期限 6 月 21 日（火）

日時 7 月 16 日（土）集合：午後 7時 観察：午後 7時 15 分～8時 30 分※荒天中止

持ち物 マスク、懐中電灯、飲み物、汗拭きタオル等

申込期限 6 月 28 日（火）

小学生のみなさん、エコクッキングを体験してみませんか。環境のことを考えながら買い物、

調理、食事、後片付けまでをします。ぜひ、ご参加ください。

日時 7 月 3日（日）午前 9時～午後 2時

場所 笠間市社会福祉協議会 本所 2階 調理室(笠間市美原 3-2-11)

対象 小学校 4～6年生

定員 25 名(応募者多数の場合は抽選)

参加費 200 円(材料費一部・保険料) ※当日徴収します。

持ち物 エプロン、三角巾、筆記用具、マスク

申込方法 電話または FAX、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。※FAX の場合は、氏名･住所･電話番号･学校名･学年をご記入ください。

申込期限 6 月 22 日（水）

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

⑱ こどもエコ教室～買って、作って、食べて、考えよう～
申・問 ごみを考える会 菊地 ℡・FAX 0296-77-5028

資源循環課(内線 128) FAX 0296-77-1146
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市職員を名乗る電話で｢還付金｣｢ATM｣と聞いたら詐欺を

疑ってください。

令和4年6月 2日 第 4 ｰ 5号
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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。

毎年、市民参加型の菊まつりとして市内小中学校等の子どもたちに育ててもらっているガーデ

ンマム。第 115 回笠間の菊まつりをさらに市全体で盛り上げていくため、各地域、各企業でガー

デンマムを育ててくれる方を募集します。

申し込みいただいた方には、苗、鉢、培養土、肥料を一式無料で配布します。

対象 市内各地域団体、各企業

定員 30 団体(先着順)

参加費 無料(1団体につき10鉢配布)

申込方法 窓口で直接または電話、FAX、メールでお申し込みください。

申込期限 6 月 24 日（金）

⑲ 第 115 回 笠間の菊まつり presents ガーデンマムを育ててみませんか
申・問 観光課(内線 516) FAX 0296-77-1146 メール kanko@city.kasama.lg.jp

自然豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、芸術に触れてみませんか。

日時 7 月 3 日（日）まで

午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで）※毎週月曜日休館

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4）

○高齢者芸術鑑賞事業

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)は笠間日動美術館への入館が無

料となります。また、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入館無

料となりますので、ぜひご利用ください。

期間 令和 5年 3月 31 日（金）まで

※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。

⑳ 企画展｢開館 50 年記念 パリ、東京、ニューヨーク

モダンアートの軌跡」
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382)

「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



普段は見ることができない図書館を見学してみませんか。バックヤードの見学のほかにお好きな

コースを選び体験できます。お気軽にご参加ください。

日時 7 月 13 日（水）午前 10時～11時 30 分

場所 笠間図書館 2階ホール(笠間市石井 2023-1）

内容 ブックコートかけ・電子図書館の使い方・資料の探し方のコースのいずれか 1つを選択

対象 15 歳以上

定員 8 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 窓口に直接または電話でお申し込みください。

申込期間 6 月 24 日（金）午前 9時～7月 3日（日）※定員になりしだい終了

㉑ 大人の図書館見学会 申・問 笠間図書館 ℡ 0296-72-5046

令和4年 6月 2日 第4 ｰ 5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

水戸市出身の渡辺裕之さんを偲び、出演作 2本を上映します。当日は撮影時のパネル展も開

催予定です。

定員 各回 90 名(先着順）

入場料 一般：1,000円 高校生まで：800円

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる可能性があります。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。

㉓ 特別上映会｢桜田門外ノ変｣&｢桜田門内の変!?｣
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

作品 桜田門外ノ変 桜田門内の変!?

日時
6 月 23 日（木）、24 日（金）、25 日（土）

午前 10 時、午後 6時 30 分 午後 1時 30 分、午後 4時

笠間語り部の会が詩、エッセイ、小説などの朗読会を開催します。事前申し込みは不要ですの

で、お気軽にお越しください。

日時 7 月 2日（土）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）

参加費 無料

㉒ 朗読による夏のひとときを 問 笠間語り部の会 太田 ℡ 0296-72-9073

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に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

ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/(「茨城県青少年家庭課」で検索)

ご存知ですか?里親制度



〇里中英人生誕 90 周年展

｢笠間の家｣をアトリエ兼住居としていた陶芸作家 里中 英人さんの生誕 90周年展です。
さとなか ひ で と

日時 6 月 16 日（木）～29 日（水）午前 9時 30 分～午後 5時 ※最終日は午後 3時まで。

〇クッキー型もつくる。

より楽しくより美味しいクッキーを作るために、ぜひ型作りにもご参加ください。

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9）

㉔ 笠間の家イベント 問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

日時 6 月 22 日（水）・25日（土）午前 10 時～11時 30 分

講師 彫刻家 佐々倉 文さん
さ さ く ら あや

対象 小学校 5年生以上

定員 各回 6名(先着順)

参加費 2,000 円(材料費、飲み物代込み）

持ち物 原寸大(外周 28cm 以内)で、作りたい形を紙に描いてお持ちください。

申込方法 電話でお申し込みください。

日本では珍しいハープ弾き歌い、歌とアイリッシュハープの調べを楽しみませんか。

日時 7 月 3 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 ちひろさん
はやかわ

定員 30 名(先着順)

入場料 前売券：1,000 円 当日券：1,200 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 ハープ・コンサート
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

インドネシアの生活や文化・芸能についての話を交えながら、ジャワ島のガムランを聴くコ

ンサートです。現地の遊び歌で、誰でもすぐに参加できるワークショップも行います。

日時 7 月 9日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

場所 かさま歴史交流館井筒屋

出演 増田 久未さん 後藤 弓寿さん 今泉 佳奈さん 黒木 泰志さん
ま す だ く み ご と う ゆ ず いまいずみ か な く ろ き たい し

入場料 3,000 円(中学生以下 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。

㉖ ジャワ島のガムラン コンサート&ワークショップ
申・問 かさま歴史交流館井筒屋(笠間市笠間 987）℡ 0296-71-8118

14 ぺージ
2022-0602

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。



ヒップホップダンスを通じてひとつの目標に向かい、がんばる心の育成を目的に行います。

日時 7 月 2日～8月 27 日の土曜日(全 8回) 午前 10 時 10 分～11時 10 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）

講師 ヒップホップインストラクター MIKAさん
ミ カ

対象 小学 1～6年生

定員 10 名(先着順）※申込者が 5名未満の場合は開催しません。

参加費 9,780 円/2 か月 ※受付時に徴収、休んだ場合の振り替え練習は行いません。

申込期間 6 月 25 日（土）午前 10時～定員になり締め切り

申込方法 印鑑･参加費を添えて窓口で直接お申し込みください。ご家族の申し込みに限ります。

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止や日程が変更になることがあります。

㉙ キッズヒップホップ短期教室
申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796

ノルディックウォーキングは、どなたでも楽しめるレクリエーションスポーツです。負担が軽

く、効果的な全身運動とエクササイズ効果が得られる体験教室ですので、気軽にご参加ください。

日時 7 月 6日、13日、20 日の水曜日 午前 9時～11 時 30 分

場所 笠間芸術の森公園北駐車場入口インフォメーションセンター前(笠間市笠間 2345)

講師 日本ノルディックウォーキング協会(JNWA)所属インストラクター

定員 各日10名(先着順）

参加費 無料

持ち物 靴は運動しやすいローカットシューズをおすすめします。飲み物、汗拭きタオルは両

手が自由になるように、リュックやウエストポーチに入れてください。体験用ノルデ

ィックウォーキングポールを貸し出しますので、申込時にお知らせください。

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 6 月 29 日（水）

※当日はマスクを着用してください。体調がすぐれないときは参加を見合わせてください。

㉘ ノルディックウォーキング体験教室

申・問 ノルディックウォーキングクラブ グッディかさま 山口 ℡ 090-6501-3427
やまぐち

令和4年6月 2日 第 4 ｰ 5号
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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。

日時 6 月 18 日（土）※雨天時も実施

1回目：午前 10時 30 分～11 時 30 分 2回目：午後 1時～2時

場所 道の駅かさま 多目的広場(笠間市手越 22-1)

内容 歌とパネルシアター：家族向け(子どもが喜ぶ音楽、親子で楽しめる音楽)の 5～6曲

参加費 無料

㉗ 道の駅かさまファミリーコンサート
問 NPO 法人ららら音楽アトリエ 丹家 ℡ 080-2381-8787



【回覧】次号は 6 月16 日発行 第4-6 号

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。

〇7月音楽ライブのご案内 スチールギターの調べで真夏のハワイアンを楽しみましょう

日時 7 月 31 日（日）午後 2時～4時

場所 まちの駅笠間宿

内容 ハワイアンショーを楽しむ集い：スチールギター・ウクレレの演奏とフラダンスショー

出演 スチールギター：宝珠戸 弘さん サイドギター：寺門 隆さん
ほうしゅ ど ひろし てらかど たかし

ウクレレボーカル他：東 隆夫さん フラダンス：ベテラン 3人
ひがし た か お

入場料 2,000 円(飲み物付き)

定員 30 名(先着順)

申込方法 開催 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。

㉛ まちの駅笠間宿
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

日時
7 月 10 日（日） 7月 24 日（日）

午前 10 時～正午

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1）

内容

｢人生は折り返し地点を過ぎてからが楽しい

～わたしの小さな足跡紹介～」

講師:水戸内原国際交流ふれあいの会

高橋 雅徳さん
たかはし まさのり

｢カーボンゼロ化の夢物語

～私の環境問題と関わり合い～」

講師:笠間クラインガルテン OB

小暮 虎雄さん
こ ぐ れ と ら お

入場料 1,000 円(飲み物付き)

定員 各日 30 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。

令和 4年 4月 21 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。読者の皆様

および関係各位にお詫び申し上げ訂正します。

【正】申・問 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

※受講者は引き続き募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

問 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

P13 ｢㉘ 中高年にやさしい教室シリーズ受講者募集｣

お詫びと訂正
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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 7 月 3日（日）午前 9時～正午

場所 友部公民館 1階 相談室(笠間市中央 3-3-6）

㉚ 婚活相談会 申・問 (特非)新和会 二瓶 ℡ 090-6536-3869
に へ い


