
※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新型コロナワクチン接種情報

②子育て世帯生活支援特別給付金を支給します

③外食産業向け業態転換等補助金の公募を

行います

④ため池や水路での水遊びはやめましょう

⑤マイナンバーカードの取得はお早めに

⑥皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続制度～

⑦笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を

実施します

⑧市政懇談会を開催します

⑨エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑩献血にご協力ください

⑪里親制度説明会を開催します

⑫笠間市戦没者追悼式を開催します

⑬令和 4年度戦没者遺児による慰霊友好親善

事業への参加者を募集します

⑭後期高齢者医療保険料は期限内に納付

してください

⑮国民健康保険の限度額適用認定証等は

更新手続きが必要です

⑯浄化槽の設置には補助制度があります

⑰農薬散布時は周囲への被害防止対策を徹底

しましょう

⑱水田航空防除(無人ヘリ)を実施します

⑲笠間つつじ公園のトイレ改築工事を実施

しています

⑳農地利用状況調査(農地パトロール)を実施

します

㉑土地の現況調査を実施します

㉒｢エコショップ｣の認定をしています

㉓市内の夏の催事についてお知らせします

㉔｢夏の犯罪抑止活動｣を実施します

㉕｢夏の交通事故防止県民運動｣を実施します

■教養・文化・交流 他

㉖ママ・リフレッシュ｢ヘアーアクセサリー制作｣

㉗読書感想画教室

㉘いばらきチャレンジアワード｢支え合い2022｣

㉙第21回全国こども陶芸展in かさま

㉚企画展｢絵の中のワンダーランド」

㉛環境寺子屋｢地球温暖化とお天気 自然災害に

ついて学ぼう」

㉜天神の里｢釣り大会」

㉝笠間の家イベント

㉞地域交流センターともべ イベント

㉟かさま歴史交流館 井筒屋イベント

㊱7・8月｢笠間市いこいの家はなさか教室」

㊲司法書士制度150周年記念事業

㊳夏休み｢親子でダンスうんどうを楽しむ会｣

㊴読み語りの会｢ゆるり｣おはなし会

㊵紙芝居と朗読のつどい

㊶まちの駅笠間宿イベント
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〇接種券の発行
60 歳以上の方 3 回目接種完了後 5か月を目安に順次発送しています。

18 歳以上 60歳未満の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方

予約・相談センターへ自己申告により電話で申請していただき、その都度発送します。

〇接種の予約

集団接種で日時指定のある方以外は、接種券が届いたら 3回目接種完了後 5か月以上経過した

日程で、集団接種または個別接種の予約が必要です。

※使用するワクチンは供給量により変更となる場合があります。

※集団接種を受ける場合は、暑さが厳しい時期の接種となりますので、水分補給用の飲み物を

お持ちください。

〇7月集団接種開設日

接種時間 午前 8時 45 分～午後 4時 45 分 ※7月 24 日（日）は午前 11時 45 分まで

接種会場 保健センター(笠間市南友部 1966-1)

県では新型コロナワクチン大規模接種会場で追加接種を行っています。

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 3 回目接種：笠間市在住で 2回目接種から 5か月を経過した方

4回目接種：笠間市在住で 3回目接種から 5か月を経過した方のうち次の方

・60歳以上の方

・18歳以上 60歳未満で基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高

いと医師が認める方

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

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 7月 4日現在の情報です。最新情報は、市ホームペ

ージをご確認ください。

① 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(4 回目接種)について

接種 接種会場 予約方法 ワクチンの種類

集団

保健センター

(笠間市南友部

1966-1)等

・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）

午前8時30分～午後5時15分 ※土日祝日も受付可

モデルナ社

個別 各医療機関 医療機関に直接予約 ファイザー社

7 月 16 日（土） 17日（日） 18日（月・祝） 23日（土） 24日（日）

県の大規模接種会場での接種(3・4 回目接種)について

接種日

7 月

13 日（水） 15日（金） 16日（土） 20日（水） 21 日（木）

22 日（金） 23日（土） 24日（日） 27日（水） 28 日（木）

29 日（金） 30日（土） 31日（日）

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。



ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

※令和 4年 4月から令和 5年 2月末までに生まれる新生児も対象となります。

※既に実施している｢ひとり親世帯への給付金｣と、重複して受給することはできません。

支給額 児童 1人あたり一律 5万円

申請期限 令和 5年 2月 28 日（火）

② 子育て世帯生活支援特別給付金を支給します
申・問 子ども福祉課(内線 165）

支給対象者 申請方法

⓵

申
請
不
要

令和 4年 4月分の児童手当または特別児童扶養

手当の支給を受けている方で、令和 4年度分の

住民税均等割が非課税である方

申請は不要です。

7月 15 日（金）に児童手当等で指定

されている口座へ振り込みます。

⓶

申
請
が
必
要

⓵のほか、令和 4年 3月 31 日時点で 18歳未満

の子(障がい児については 20歳未満)の養育者で、

次のいずれかに該当する方

・令和 4年度分の住民税均等割が非課税である方

・新型コロナウイルス感染症の影響で令和 4年度

分の住民税均等割が非課税である方と同様の事

情にあると認められる方

申請書類を窓口に直接提出して

ください。

詳しくは市ホームページ⇒

｢子育て世帯生活支援特別給付金

(ひとり親世帯以外の子育て世帯

分)｣で検索。

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続および需要

喚起のために行う業態転換等の取り組みを支援するために、補助金の公募をします。

補助率 1/2 以内

補助額 下限 100 万円～上限 1,000 万円

対象事業者 (1)食品衛生法に基づく許可(｢飲食店営業｣または｢喫茶店営業｣)を得ていて、県の

第三者認証制度を取得している飲食店であること。

※県の確認を受けて｢感染防止対策確認済店｣ステッカーの交付を受けている店舗

(2)新型コロナウイルス拡大以前から現在まで飲食店としての事業活動を営み、飲

食店事業において 5%以上売上高が減少していること。

(3)中小・中堅規模の飲食店であること(資本金、従業員数で要件あり)

(4)同じ内容で他の補助金等の交付対象者等となっていないこと

対象取組 新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・

デリバリー等

対象経費 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家派遣費、運搬費、外注費、

広告宣伝・販売促進費、研修費、委託費等 ※総事業費 200 万円以上

公募期限 8 月 1 日（月）

③ 外食産業向け業態転換等補助金の公募を行います
問 (株)日本能率協会コンサルティング R4 外食業態転換事業 事務局

ナビダイヤル 0570-067766(平日および土曜日：午前 9時～午後 5時）

毎年、農業用ため池や水路に子どもが誤って転落する事故が発生しています。これから夏休み

に向かい、子ども達の痛ましい事故を未然に防ぐため、ため池や水路で遊んだり近づかないよう

に注意喚起をお願いします。また、そのような場面を見かけた時は、お声がけください。

④ ため池や水路での水遊びはやめましょう
問 農政課(内線 529) 笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0530
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３ぺージ
2022-0707

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



マイナンバーカードを｢郵送で受け取る方式｣で新規申請した方に、クオカード 1,000 円分をプ

レゼントします。

対象 7 月 21 日（木）から本所市民課または各支所市民窓口課の窓口で｢マイナンバーカードを

郵送で受け取る方式｣で申請(新規申請のみ)した方（各窓口先着 100 名「合計 300 名」）

※スマートフォンなどからの Web 申請や郵送申請などの窓口以外で申請する方は、プレゼント対

象外となります。

申込方法 マイナンバーカードを作成する本人が窓口にお越しください。

事業所や地域・サークル等の団体を対象にマイナンバーカードの出張申請を行います。出張申

請で新規申請した方に、クオカード 1,000 円分をプレゼントする期間限定キャンペーンを実施し

ます。

対象団体 市内に事業所等を置く企業等、地域団体等で申請希望者が 5名以上であること

実施日時 令和 4年 7月 1日（金）～令和 5年 3月末日 平日の午前 9時～午後 5時

※キャンペーンで予定されている予算の上限に達した場合は、本キャンペーンを早期

に終了する場合があります。

申込条件 ・笠間市内に住民登録をしている方 ・初めてマイナンバーカードを申請する方

・申請者本人が会場に来ることができる方(15 歳未満の方が申請するときは、法定代

理人(親等)が同行してください。）

・1か月以内に転出する予定がなく、通知カードを使用する予定がない方

申込方法 出張申請を希望する日の 10 日前までに電話でお申し込みください。詳細はお問い合

わせください。

【申請時の持ち物】

(1)本人確認書類(以下の A書類 2点または A書類 1点＋B書類 1点）

(2)通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ）

(3)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ）

※通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方に限り、A書類 1点または B書類 2点でも申請

可能です。

⑤ マイナンバーカードの取得はお早めに 問 市民課(内線 147)

夏休み特別企画 マイナンバーカードを作った方にクオカードをプレゼント

マイナンバーカードの出張申請をご利用ください

申請のためご用意ください

A 書類(写真付きのもの) B書類(氏名、住所または氏名･生年月日がわかるもの)

・運転免許証 ・運転経歴証明書

・在留カード ・障害者手帳

・パスポート等

・健康保険証 ・医療費受給者証 ・母子健康手帳

・介護保険証 ・年金手帳または証書

・学生証や社員証(顔写真付き)等

４ぺージ
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市役所本所 1 階特設会場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。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ 皆さんの意見をお聞かせください～パブリック･コメント手続制度～ 
提出先・問 議会事務局(内線 303） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-78-0941 メール  info@city.kasama.lg.jp  
 次の案件について、パブリック・コメントを行います。｢パブリック･コメント手続制度｣は、

市の主要な施策や事業の立案を行う際に、案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる

制度です。実施期間中は市公式ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で案を

閲覧できます(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)。 

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。 
 

案件名 笠間市議会基本条例（案） 

案の趣旨 

この条例は、二元代表制の下、議会が担うべき役割を果たすために必要な基本的事項を定めるも

のです。議会の活性化、議会の改革の動きの中で推進されてきたこれまでの取り組みを確かなもの

とするため、議会および議員の責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会を目指し、全力

で取り組んでいくことを宣言し、議会運営における最高規範として、この条例を制定するものです。 
 
意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください(書式自由）。 

※いただいたご意見は、市から回答するとともに市ホームページに掲載します。 

意見募集期間 7 月 14 日（木）～8月 3日（水） 

 
 ⑦ 笠間市政治倫理審査会意見書の閲覧を実施します 

問 秘書課(内線 227) 議会事務局(内線 303) 
 
 笠間市政治倫理審査会から、市長、副市長、教育長および市議会議員の「資産等報告書」および

「所得等報告書」の審査結果について意見書が提出されましたので、次のとおり閲覧を実施します。 
閲覧期間  7 月 14 日（木）から 5年間 ※ただし、土、日、祝日、年末年始は除く。 

閲覧時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

閲覧場所 秘書課：市長・副市長・教育長分 議会事務局：市議会議員分 

 
 ⑧ 市政懇談会を開催します             問 秘書課(内線 224) 
 
市長と意見交換をする｢市政懇談会｣を次のとおり開催します。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 23 日（土）午前 10時 30 分～ 

場所 地域交流センター福原(旧福原公民館：笠間市福原 3602-2)  
 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） 
 
 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  7 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） 

申込期限 7 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。 
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｢笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例｣を 
7 月 1 日から施行しました。行政区へ加入しましょう。 



新型コロナウイルス感染症の影響が続き、献血者の確保が難しく、血液在庫が

ひっ迫しています。輸血を待つ患者さんのために、献血が初めての方も久しぶりの

方も、お一人でも多くの方のご協力と周りの方へのお声がけをお願いします。

〇献血(400ml限定)を実施します

日時 8 月 6日（土）午前 10時～11 時 45 分/午後 1時～4時

場所 道の駅かさま(笠間市手越 22-1)

当日は、笠間献血連合会による｢献血ありがとうキャンペーン｣が開催されます。献血にご協

力いただいた方にお菓子のプレゼントがあります。

⑩ 献血にご協力ください 問 健康医療政策課 ℡ 0296-77-9145

先の大戦において戦没された本市関係者の御霊に対し、市を挙げて追悼の意を表し、あわせて

恒久の平和を祈念するため、笠間市戦没者追悼式を行います。参列した方に献花をしていただき

ます。戦没者ご遺族以外の方も参加できますので、皆さんのご参列をお待ちしています。

日時 8 月 6日（土）午前 10 時～ 受付：午前 9時～9時 50 分

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

⑫ 笠間市戦没者追悼式を開催します 問 社会福祉課(内線 157)

日本遺族会は、｢戦没者遺児による慰霊友好親善事業｣の参加者を募集しています。

この事業は、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、戦没された旧戦域を訪れ

慰霊追悼を行うとともに、同地域の住民と友好親善を図ることを目的としています。

日程や申し込み期限等の詳細は、日本遺族会事務局へお問い合わせください。

【実施地域】

広域地域 ①西部ニューギニア②トラック諸島③パラオ諸島④ボルネオ・マレー半島⑤マリアナ諸島

⑥東部ニューギニア⑦ビスマーク諸島⑧ミャンマー・タイ⑨ソロモン諸島⑩フィリピン(1次)

⑪マーシャル・ギルバート諸島⑫台湾・バシー海峡⑬フィリピン(2 次)⑭中国

特定地域 ①東部ニューギニア②西部ニューギニア③ミャンマー

参加費 10 万円

⑬ 令和 4年度 戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加者を
募集します

申 社会福祉課(内線 157) 笠間支所福祉課(内線 72134) 岩間支所福祉課(内線 73171)

問 日本遺族会事務局 ℡ 03-3261-5521

県では、子どもたちの健やかな成長のために、里親になっていただける方を広く募集していま

す。今回は里親制度や里親体験談などをお話しする説明会を無料で開催します。

子どもたちの未来のために里親制度を知ることからはじめてみませんか。

日時 8 月 7日（日）午後 2時～4時 受付：午後 1時 30 分～

場所 内原同仁会 子どもセンター 多目的ホール(水戸市小林町 1186-84)

定員 30 名

申込方法 電話、またはメールでお申し込みください。

⑪ 里親制度説明会を開催します
申・問 児童家庭支援センターあいびー ℡ 029-291-3770 メール satoriku@doujinkai.or.jp
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後期高齢者医療保険に加入されている方に、保険料の納入通知書を7月12日(火)に発送します。

納期限は 8月1日(月)です。なお、年金天引きの方の保険料額決定通知書は 8月 1日(月)に発送

します。

口座振替で納付する方 振替日(納期限日)の前日までに、指定口座の預貯金残高を確認してください。

納付書で納付する方 納付書裏面の納付場所で納付してください。なお、納入通知書には第 1期

から第8期の納付書が同封されていますので、納め忘れにご注意ください。

※口座振替の登録をお願いします

登録は市内金融機関または郵便局の窓口に、預貯金通帳、通帳の届出印、納入通知書を持参の

うえ、お申し込みください。

令和 4・5年度の後期高齢者医療保険料率 ※保険料率は県内均一で 2年ごとに見直されます。

⑭ 後期高齢者医療保険料は期限内に納付してください
問 保険年金課(内線 142) 笠間支所市民窓口課(内線 72123) 岩間支所市民窓口課(内線 73181)

保険料
均等割額 46,000 円 変更なし

所得割率 8.50％ 変更なし

保険料の賦課限度額(年間上限額) 66 万円 法改正に伴い変更となりました(変更前64万円）。

市の｢国民健康保険限度額適用認定証｣および「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証｣

の有効期限は、7月31日までです。引き続き認定証が必要な方は、更新手続きをお願いします。

また、認定証の新規発行は随時行っています。認定証を提示することで、窓口での負担(保険

適用分)が世帯の所得に応じた限度額までとなりますので、医療機関で高額な自己負担が見込ま

れる際には申請を行ってください。

※国民健康保険税の未納がある方、令和 3年中の所得の申告をしていない方は認定証の発行が

できないことがあります。

必要なもの 国民健康保険証、本人確認ができるもの、個人番号(マイナンバー)がわかるもの

⑮ 国民健康保険の限度額適用認定証等は更新手続きが必要です
申 保険年金課 笠間支所市民窓口課 岩間支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 140）

市では公共下水道や農業集落排水事業の計画区域を除く地域で、個人が浄化槽を

設置する費用の一部を補助しています。

補助額

【転換に伴う単独処理浄化槽またはくみ取り槽の撤去】 上限 90,000 円

【転換に伴う宅内配管工事】 上限 300,000 円

対象浄化槽 窒素除去型(N 型）※専用住宅に設置するものに限る

申請方法 申請の前に補助に該当するかを確認するため、補助希望申し込みの届出が必要です。

補助対象基準がありますので、必ずご確認ください。補助を受けるには、維持管理に

かかる一括契約および法定検査の事前申し込みが必要です。

申請期限 11 月 30 日（水）

工事完了期限 令和 5年 1月 31 日（火）

※昨年度から補助内容が一部変更になっています。詳細は右上の二次元コードでご確認ください。

⑯ 浄化槽の設置には補助制度があります 申・問 下水道課(内線 71112)

【合併浄化槽の設置】 対象 新築・転換

5 人槽 384,000 円

6～7 人槽 462,000 円

8～10 人槽 585,000 円

令和4年7月 7日 第 4 ｰ 7号

７ぺージ
2022-0707

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。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑰ 農薬散布時は周囲への被害防止対策を徹底しましょう  
問 農政課(内線 526) 

 
 農薬を散布する際は、周辺に被害が生じないよう対策をお願いします。 

対策例 ・事前に散布の日時、場所、農薬の種類などを看板等で知らせる。     

    ・周囲に通学路がある場合は学校に知らせるとともに、通学時間帯の散布は避ける。 

    ・風の強さ、風向きに注意して散布する。 

    ・散布中は、看板やコーン等で散布場所がわかるようにする。 

 

 ⑲ 笠間つつじ公園のトイレ改築工事を実施しています   問 観光課(内線 516) 
 
 つつじ公園山頂広場のトイレ改築工事を行っています。来園の方にはご不便ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解ご協力をお願いします。 

期間 6 月下旬～令和 5年 2月中旬   

 

 ⑱ 水田航空防除(無人ヘリ)を実施します 
問 いばらき広域農業共済組合笠間支所  ℡ 0296-72-7321  
  HP https://www.ibaraki-nosai.or.jp/ 

 
 病害虫被害の軽減、農作業の省力化と良質米の生産のため、産業用無人ヘリコプターによる航

空防除を実施します。使用薬剤は農薬安全使用基準で定められた薬剤を使用します。 

 なお、散布は午前 5時から行いますが、雨天や強風の場合は、下記の予定が順延や変更等になり

ます。詳細につきましては、いばらき広域農業共済組合のホームページをご覧ください。 

 皆さんのご理解ご協力をお願いします。 

予定日 地区 散布区域 

7月30日(土）

笠間 

日草場、広谷原、馬廻、大橋、池野辺、福田、箱田（北組・中組・間黒）、 
飯田、寺崎、日沢、石寺、金井、大渕、新堤 

7月31日(日）
石井、下市毛、箱田（表組・本郷・中地原・アミダ）、片庭、本戸、来栖、 

手越、逆川、南吉原、北吉原、大古山 

8月1日(月） 稲田、福原、飯合、大郷戸、来栖（香林寺） 

友部 
湯崎、住吉、柏井、仁古田、長兎路、八反山、星山 

8月2日(火） 橋爪、旧陣屋、大田町の一部（JR水戸線南側）、大沢、柿橋、住吉大沢、 

滝川、下市原、中市原、上市原、小原、鴻巣、五平、南友部、随分附の一部 
※本年度から岩間地区は実施しません。また、上記期間中に笠間地区の上加賀田は散布しません。そ

 の他、部分的に除外している地区がありますので、詳細はお問い合わせください。 

使用薬剤 

薬剤名 適用病害虫 希釈倍数 有効成分名 
トップジンスタークルフロアブル  いもち病 紋枯病 

カメムシ類 4 倍 ジノテフラン 

チオファネートメチル 
安全対策 

・散布当日の朝は、散布区域内での散歩や、農道等の通行をできるだけ避けてください。 

・通常の散布では、人体に特に影響はありませんが、人体に薬剤がかかった場合は速やかに石鹸

等で洗い流してください。 

・散布区域内の水稲や水田周辺の雑草等を触ったり、用水路等での水遊びはしないでください。 

危被害防止対策 

・井戸、庭池、畜舎、鶏舎、蚕室、屋外の石材加工製品などには覆いをしてください。 

・散布区域内の野菜の収穫、牧草などの使用は、散布後 10日以上経過してからにしてください。 

・水田周辺の自動車等の駐車は避けてください。やむを得ない場合はシートカバーをお渡ししま

すので事前に連絡をお願いします。 

・周辺水系の環境保全のため、散布終了後は 5日間程度水田の止水に努めてください。 
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7 月から 8月にかけて、農地法第 30 条に基づき市内すべての農地を対象に農地利用状況調査

(農地パトロール)を実施します。この調査は、荒廃農地やそのおそれのある農地、無断転用など

の発生防止・解消を目的に調査するものです。

調査にあたり、農業委員と農地利用最適化推進委員が皆さんの所有地に立ち入ることやお話を

伺うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

また、これから夏にかけて雑草が生い繁る季節となります。管理されていない遊休農地は、不

法投棄や病害虫の発生、有害鳥獣の隠れ場所になるなど、近隣の農地や住民に大変な迷惑がかか

る可能性がありますので、耕起、草刈等の適切な管理をお願いします。

⑳ 農地利用状況調査(農地パトロール)を実施します
問 農業委員会事務局(内線 73141）

実施日時 7 月 11 日（月）～令和 5年 3月下旬

調査目的 3 年に一度行われる固定資産税評価額の評価替に伴い、公平かつ公正な課税を行うこ

とを目的として土地の現況調査を実施します。次回評価替は令和 6年です。

調査方法 原則として公道からの視認調査を行いますが、公道から見えない場合は敷地内への

立ち入りをさせていただくことがあります。

調査員について 調査は市が委託した業者が行います。調査員は笠間市長が発行した身分証明書

を携行しています。

委託業者 国際航業(株) 水戸営業所 ℡ 029-221-7251

※調査員のなりすましにご注意ください。今回の調査で、調査員が銀行口座を確認することや、

金銭の支払いを求めることなど、調査以外のお願いをすることは決してありません。また、調

査のために家屋内への立ち入りをお願いすることはありません。

㉑ 土地の現況調査を実施します 問 税務課(内線 110)

市では、環境にやさしい商品の販売やごみの減量化・リサイクル活動に積極的に取り

組む小売店舗を、｢エコ・ショップ｣として認定しています。認定期間は3年間です。

対象 市内で｢エコマーク商品や再生商品等の環境にやさしい商品を積極的に販売

している」、｢空きビン、空き缶、紙パック、トレイ、PET ボトルなどの資源物を店頭回収

している｣などの取り組みを行っている小売店舗

※その他の取り組みの内容はホームページ(右上の二次元コード)から確認できます。

申込方法 窓口で直接または郵送でお申し込みください。申込用紙は窓口で配布、または右上

の二次元コードからダウンロードできます。

㉒ ｢エコショップ｣の認定をしています 申・問 資源循環課(内線 128)

新型コロナウイルス感染症の影響により、夏の催事の開催は以下のとおりとなります。

※確認できたもののみ掲載しています。

開催中止 稲田ふれあい祇園まつり、手越納涼盆踊り大会、灯籠流し、十六夜まつり

㉓ 市内の夏の催事についてお知らせします 問 観光課(内線 517)

開催予定 開催日 催事 内容

7 月 23 日(土)
八雲神社夏季例祭 祭事および台車等での神輿渡御のみ

平神社祇園祭 ※友部地区 神事のみ

8月6日(土）、7日(日) 八坂神社祇園祭※笠間地区 7日のみ神輿渡御
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夏は帰省等で家を空けることが多く、暑さから夜間の戸締まりや鍵かけもおろそかになりが

ちで、犯罪の被害に遭う可能性が高まります。犯罪被害防止について家族等で話し合い、防犯

意識を高めましょう。

期間 7 月 18 日（月・祝）～8月 16 日（火）

取組重点 ・子ども、女性の安全確保 ・住宅侵入窃盗の被害防止 ・ニセ電話詐欺の被害防止

㉔ ｢夏の犯罪抑止活動｣を実施します 問 市民活動課(内線 135)

夏は、暑さや行楽などによる疲労、季節特有の解放感により飲酒運転や無謀運転等を原因と

する交通事故が発生しやすい時期です。市民一人ひとりが交通安全について考え、交通ルール

の遵守と交通マナーの向上に取り組み、交通事故を防止しましょう。

スローガン 「わすれない ルールと注意と ヘルメット」

運動の期間 7 月 20 日（水）～31日（日）

運動の重点 (1)歩行者(特に子どもと高齢者)の保護

(2)妨害運転や飲酒運転等の悪質･危険な運転の根絶 (3)自転車の安全利用の推進

㉕ ｢夏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 134)

素敵なヘアーアクセサリーを作ってお子さんへプレゼントしませんか。

講師 Han☆naH 代表 池田 麻美さん
ハ ン ナ い け だ あ さ み

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）

定員 各回 8名(先着順）

参加費 500 円

申込方法 参加費を添えて窓口で直接お申し込みください。電話受け付けはいたしません。

申込期間 8 月１日（月）～8日（月）

㉖ ママ・リフレッシュ ｢ヘアーアクセサリー制作｣
申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

日時 場所

8 月 9 日（火） 午前 10 時 30 分

～11時 30 分

笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

8月 23 日（火） 岩間公民館(市民センターいわま 3階：笠間市下郷 5140）

読書を通じて感じた思いや印象を絵で表現してみませんか。完成した作品は｢第 22 回子ども読

書フェスティバル｣に出展します。ぜひご参加ください。

日時 8 月 6日（土）午後 1時 30 分～4時

場所 友部図書館 2階 視聴覚室(笠間市平町 2084）

講師 県立太田第一高等学校・附属中学校 美術教諭 矢部 聡さん
や べ さとし

定員 10 名(先着順）

対象 3 歳から中学生まで(8歳以下は保護者同伴）

参加費 無料

持ち物 絵を描く本、クレヨンまたは絵の具等の好きな画材 ※画用紙は図書館で用意します。

申込方法 窓口で直接または電話、FAX でお申し込みください。

申込期間 7 月 12 日（火）～31 日（日）※休館日を除く。

㉗ 読書感想画教室 申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200 FAX 0296-78-3683
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地域の困りごとの解決など、社会貢献のための独自性が高い活動プランの募集

を行っています。詳細は、チャレンジいばらき県民運動のホームページ(右上の二次元コード)

をご覧ください。

対象 福祉、環境、青少年育成、防犯・防災、地域づくり、コミュニティづくり、SDGs の推進

など、さまざまな分野における社会的課題の解決を目的とする活動プラン

応募資格 県内に住所または活動の拠点を有している個人または法人等(学生、社会人、一般社

団法人、NPO 法人など）

※学生の方は、高校生以下を除きます。営利法人は対象外ですが、非営利団体が主

体となった協働での活動プランは対象とします。

応募方法 申請書をメール、または郵送で提出してください。申請書はチャレンジいばらき県

民運動のホームページからダウンロードできます。

賞金 茨城県知事賞：100 万円 理事長賞：10万円 奨励賞：5万円

提出先 〒310-0011 水戸市三の丸 1-5-38 茨城県三の丸庁舎 2F

チャレンジいばらき県民運動事務局 いばらきチャレンジアワード｢支え合い 2022｣係

メール info@challenge-ibaraki.jp
応募期限 7 月 29 日（金）必着

㉘ いばらきチャレンジアワード「支え合い 2022」
問 チャレンジいばらき県民運動 事務局 ℡ 029-224-8120

文部科学大臣賞などの入選作品のほか、昨年好評だった全応募作品の展示をおこないます。子

どもたちの独創的な作品をぜひお楽しみください。

日時 7 月 22 日（金）～8月 31 日（水）午前 9時 30 分～午後 5時(最終入館は午後 4時 30 分）

※月曜日休館、ただし 8月 15 日（月）は臨時開館、7月 22 日（金）は午前 11時開幕

場所 茨城県陶芸美術館県民ギャラリー・第1展示室の一部(笠間市笠間2345:笠間芸術の森公園内)

入場料 無料(こども陶芸展作品展示エリアのみ)

㉙ 第21回 全国こども陶芸展inかさま 問 生涯学習課(内線 382)

巨大な花を描いて話題となった渡辺 香奈さんの10ｍを超える大作がやってきます。また、｢第
わたなべ か な

6 回 全国こども絵画コンクール inかさま｣も同時開催されます。ぜひお越しください。

日時 7月 16日（土）～9月25日（日）午前9時30分～午後5時(入館受付は午後4時30分まで）

※月曜日休館(ただし7月18日(月･祝)、9月19日(月･祝)は開館、7月19日(火)、9月20日(火)は休館)

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 ※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。

優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、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

㉚ 企画展「絵の中のワンダーランド」
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382)

令和4年7月 7日 第 4 ｰ 7号
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道の駅かさまの定休日は、毎月第４木曜日となります。

道の駅の情報については、ホームページ等でご確認ください。



ビオトープ天神の里｢天神池｣で、釣竿を手作りし、小魚やザリガニなど釣れた魚を観察しまし

ょう。釣り道具やえさは用意します。釣り上げた魚の持ち帰りはできません。

日時 8 月 6日（土）集合：午前 9時 終了：正午 ※荒天中止

場所 ビオトープ天神の里(北山公園付近）

対象 市内の小学生(親子での参加も可、3年生以下は保護者同伴）

定員 25 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 200 円(材料費）

持ち物 バケツなどの入れもの、飲み物、汗拭きタオル、履物(長靴をおすすめします)等

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。

申込期限 7 月 27 日（水）

※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。

※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。

㉜ 天神の里「釣り大会」
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

気象観測器に触れ、楽しい実験やシミュレーションゲームをしながら、地球温暖化とお天気、自

然災害について学びます。今を知り将来のために、一人ひとりができることから取り組みましょう。

日時 7 月 31 日（日）

場所 友部公民館 会議室(笠間市中央 3-3-6）

講師 いばらきエコの会 岸 倫男さん(気象予報士、防災士、茨城県地球温暖化防止活動推進員)ほか
きし のりお

対象 市内小学校・義務教育学校 5・6年生

定員 各部 30 名(応募多数の場合は抽選）※両方参加もできます。

参加費 無料

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。

申込期限 7 月 20 日（水）

※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。

㉛ 環境寺子屋「地球温暖化とお天気 自然災害について学ぼう」

申・問 環境政策課(内線 125)

午前の部

午前 10時 30 分～正午

｢地球温暖化とお天気｣ 地球温暖化と気候変動について、気象

観測器にふれる、雲の種類と雨の関係、雲をつくる(実験)

午後の部

午後 1時 30 分～3時 30 分

｢自然災害対応ワークショップ｣

シミュレーションゲーム「浜辺の町」
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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)



〇おうち時間を楽しむ家具と雑貨展

好きな椅子に座ることもできます。見て、触れて、ぜひ手仕事の魅力を感じてください。

〇ワークショップ「木で時計づくり」

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9）

㉝ 笠間の家イベント 申・問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

日時 8月3日（水）～17日（水）午前9時30分～午後5時 ※初日は正午～、最終日は午後4時まで

出展 木工作家：菅谷 豊さん 矢實 誠さん 小山 昭彦さん 陶芸大学校：金森 絵美さん
す が や ゆたか や ざね まこと お や ま あきひこ かなもり え み

日時
8 月 6日（土）・7 日（日）・9日（火）・13日（土）・14 日（日）

各日午前 10 時～、午後 2時～

講師 木工作家 小山 昭彦さん

対象 小学校 4年生以上

定員 各回 4名(先着順)

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。

〇夏休み絵画教室 個性を生かして楽しく絵を描きましょう。宿題の指導もします。

〇ルーブル巴里祭 ｢下町シャンソン｣をお楽しみください。

○歌声喫茶 in トモア

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。

㉞ 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 7月 31日（日）午前10時～午後3時30分(1時間休憩あり、昼食持参も可)

講師 アートスクールヒロ 関口 広子さん、アトリエ KEIKI 照沼 めぐみさん
せきぐち ひ ろ こ てるぬま

対象 小学生

定員 25 名(先着順）

参加費 2,600 円

持ち物
飲み物、課題の画用紙(丸めないこと）、鉛筆 2B、消しゴム、宿題内容プリント、

雑巾、絵の具セット ※1・2 年生は、クレヨンと油性黒ネームペンも持参ください。

日時 7 月 31 日（日）1部：午後 1時 2部：午後 3時 ※30 分前から開場、入替なし

出演 中澤 敦子さん、小沢 あきさん 他
なかざわ あ つ こ お ざ わ

定員 各回 70 名(先着順）

入場料 2,000 円 ※中学生以下は無料

日時 8 月 7日（日）※偶数月の第 1日曜日 午後 1時～3時

講師 逢坂 せいしさん
おおさか

曲目 月の砂漠、長崎の鐘、想い出の渚、北上夜曲など

定員 70 名(先着順）

参加費 500 円(飲み物付き)

令和4年 7月 7日 第 4 ｰ 7号
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後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替にすると便利です。



〇怪談～音楽と落語で語り奏でる真夏の一夜～ 和楽器とピアノ、落語による夏の怪談

〇夏休み子ども歴史講座｢親子で勾玉づくり｣ 自分だけのオリジナル作品を作りましょう。
まがたま

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

㉟ 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 8 月 5 日（金）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分

出演
琵琶：石引 康子さん 尺八:渕上 ラファエル 広志さん ピアノ：小林 萌里さん

いしびき や す こ ふちがみ ひ ろ し こばやし も え り

落語:万葉亭 小太郎さん
まんようてい こ た ろ う

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円

日時 8 月 6 日（土）午前 10時～正午 受付：午前 9時 30 分～

講師 茨城県立歴史館 職員の方々

対象 市内在住の小学校とその保護者

定員 10 組(先着順）

参加費 320 円(勾玉 1個)

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

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

㊱ 7・8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(道具レンタル代 200 円別)

カラーワイヤーでさまざまな作品を作成します。

7月 27 日（水）、8月 24 日（水）

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。 7月 27 日（水）、8月 24 日（水）

午前 10時～正午パステルシャインアート：2,000円/回(初回のみ道具代200円別)

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。

第 2、4水曜日

午後 1時～2時
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【節電の夏】

家庭や勤務先で「省エネ」「節電」に取り組みましょう。

～熱中症対策も忘れずに～



成長が著しい幼児期にふさわしい音楽遊びをし、元気になりましょう。無料体験会を開催します。

日時 7 月 28 日、8月 4日、18日、25 日の木曜日 午後 4時 30 分～5時 30 分

場所 友部公民館 1階 多目的ルーム(笠間市中央 3-3-6)

講師 (公財)日本スポーツ協会公認コーチ

対象 市内在住のおおむね 3～7歳(4 歳以下は親子で参加)

定員 15 名(先着順)

持ち物 上履き、飲み物、マスク(保護者)を持参ください。

申込方法 笠間ジュニアダンススポーツクラブに電話でお申し込みください。

申込期間 7 月 22 日（金）～8月 6日（土）

㊳ 夏休み｢親子でダンスうんどうを楽しむ会｣
申・問 笠間ジュニアダンススポーツクラブ 米田 ℡ 090-1614-5032

日時 8 月 6日（土）午後 1時 30 分～3時 30 分 開場：午後 1時

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

内容 群読｢焼けあとのおにぎり･ラブレター｣、朗読｢明日にひろがる物語｣ほか、クラリネット演奏

定員 80 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。

※参加する方はマスク着用・検温・手指の消毒にご協力ください。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。

㊴ 読み語りの会｢ゆるり」おはなし会 申・問 根本 ℡ 090-2628-3186

㊲ 司法書士制度150周年記念事業 申・問 茨城司法書士会 ℡ 029-225-0111

無料 WEB セミナー 全国一斉｢遺言・相続」相談会

日時 8 月 6日（土）午後 1時 30 分～3時 45 分 8月 7 日（日）午前 10時～午後 4時

内容

・相続遺言の基礎と相続登記義務化について

・自筆証書遺言書保管制度について

Zoom を用いた WEB 形式

二次元コードからお申し込み

ください。

・遺言、相続に関する諸問題

対面、Zoom でのご相談

二次元コードからお申し込み

ください。

電話相談(予約不要) ℡ 0120-33-9279

令和4年7月 7日 第 4 ｰ 7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）



【回覧】 次号は  7 月 21 日発行 第 4 -8 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊶ まちの駅笠間宿イベント  問 (特非)グラウンドワーク笠間 ℡ 0296-71-8077 
 
小学生～中学生向け｢コンピューターお絵かき教室」 絵をかくのが得意ではない方もコンピュ

ーターならきれいにかけます。マスク着用でご参加ください。 

日時 7 月 30 日（土）午後 2時～4時 
内容 Web ブラウザ上で動く｢Sumo.app｣というサービスを使い楽しくお絵かきします。 
参加費 無料 
講師 グラウンドワーク笠間 高安

たかやす

 正明
まさあき

さん 
持ち物 Web ブラウザが動作するパソコン・タブレット・スマートフォン 
定員 20 名(先着順) 

申込方法 開催日 3日前までに電話または、メールでお申し込みください。 

申 (特非)グラウンドワーク笠間 高安 ℡ 0296-77-3312 

メール takayasumasaaki@gmail.com 
 

笠間ふれあい大学 ｢人生 100 年の時代｣の生き方や輝き方を楽しく学ぶ場です。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。マスク着用でご参加ください。 

日時 8 月 6日（土）午前 10時～正午 
内容 夏休み ｢茨城の民話を楽しく学ぼう｣ 語りべ：グラウンドワーク笠間 千

ち

代
よ

 京
みさと

さん 
参加費 1,000 円(飲み物付き) ※子どもは無料 

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

音楽ライブ 星野
ほ し の

 由美子
ゆ み こ

さんと素敵なバンドマンたちの歌と演奏を楽しむ集いです。 

日時 8 月 21 日（日）午後 2時～4時 

内容 ｢真夏の星野由美子ライブ｣ ボーカル:星野 由美子さん ベース:清水
し み ず

 尭斗
た か と

さん 

ドラム:市毛
い ち げ

 厚司
あ つ し

さん サックス：大川
おおかわ

 修広
のぶひろ

さん 
参加費 2,000 円(飲み物付き) 

申込方法 開催日 3日前までに電話または FAX、メールでお申し込みください。 
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 2247-1) 

定員 各日 30名(先着順) 

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

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

 ㊵ 紙芝居と朗読のつどい  
申 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ メール roudokuolive@gmail.com 
問 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ 岡野 ℡ 0296-74-4566 

 
〇語り継いでいこう、未来へ 戦争を忘れないために 
日時 7 月 31 日（日）午後 1時 30 分～ 

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 

対象 小学生以上 

参加費 無料 

申込方法 右上の二次元コードからまたはメールでお申し込みください。 

     ※7月 1 日現在で残席 70となっています。  
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