
  

 
  

  ※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小学校休業等対応助成金の対象期間等を 

 延長します 

④オンライン空家相談窓口を開設しました 

⑤お盆期間中のごみ収集・し尿汲み取り・ 

 浄化槽清掃の日程をお知らせします 

⑥ デマンドタクシーかさまのお盆期間の運行に

 ついてお知らせします 

⑦都市公園の使用には事前の許可が必要です 

⑧ペットがいなくなったらすぐにご連絡ください 

⑨果樹の生産規模拡大を支援します 

⑩梨苗の購入費を助成します 

⑪環境にやさしい農業(環境保全型農業)に 

 取り組みませんか 

⑫プラスチック削減への取り組みを公表しています 

⑬高齢者運転免許自主返納サポート事業協賛 

 事業者を募集します 

⑭敬老事業についてお知らせします 

⑮笠間市更生保護女性会に参加しませんか 

⑯全国一斉｢子どもの人権 110 番｣ 強化週間を 

 実施します 

⑰特設無料人権相談を実施します 
⑱茨城県八士会 無料相談会を開催します 

⑲歩道整備に伴い交通規制を行います 

⑳笠間中央公園の日よけ施設工事を実施しています 

㉑自衛官・防衛大学校・防衛医科大学校学生を 

募集します 

㉒  県立水戸産業技術専門学院生徒を募集します 

 

 

 

㉓茨城県警察官を募集します 

㉔清掃スタッフ講習会を開催します 

㉕放送大学 10 月入学生を募集します 

㉖8 月は｢電気使用安全月間｣です 

㉗年次有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう 

 

■ 教養・文化・交流 他 

㉘花いっぱい運動定着化促進事業 

㉙親子すこやか宿泊研修事業 

㉚ 福ちゃんの森公園 サマーフェスタ 

㉛小学生向け｢はじめてのスマホの使い方教室」 

㉜デジタルボランティア養成講座 

㉝デジタル力向上のためのオンライン講座 追加募集 

㉞若者たちの食育教室#しあわせのモテレシピ 

㉟ヘルスアップセミナー  ～おいしく食べて健康に～ 

㊱いばらき出会いサポートセンター 

 ｢入会登録料無料キャンペーン｣ 

㊲かさまマロンカップ 2022  

 フロンティアリーグ茨城大会 

㊳水戸ホーリーホック｢笠間市の日｣ に伴い 

 お得なチケットが販売されます 

㊴ 農作業安全･大型特殊免許(農耕用)等取得研修 

㊵茶
ちゃ

掛
がけ

も浮世絵も｢読める｣｢わかる｣初めての 

 くずし字教室 

㊶いきいき音楽ケア体操 

㊷夏休み子ども映像塾 

㊸シェアサイクル｢かさまCYCLING
サ イ ク リ ン グ

」 

㊹ハンドメイドの魅力展 

㊺高速バス｢関東やきものライナー｣が増便します 

 

■お詫びと訂正 
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全国的に新型コロナウイルス感染症の患者数が増加しています。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。

なお、マスクの着用は基本的な感染防止対策の一つとして重要ですが、夏を迎え熱中症のリ

スクが高まっています。屋外で 2メートル以上の身体的な距離が確保できる場合や身体的な距

離が確保できなくても会話をほとんど行わない場合など、マスクの着用の必要がないときはマ

スクをはずし、熱中症を予防しましょう。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(7月19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

全国で新型コロナウイルス感染症が急拡大しており、特に若年層の感染が多く報告されていま

す。ワクチンの接種により、発症や重症化を予防できることが明らかになっています。接種対象の

方で、まだ接種回数分のワクチン接種を受けていない方は、積極的な接種をご検討ください。

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

笠間市予約・相談センターへ自己申告により電話で申請してください。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。

※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。

〇8月集団接種開設日

接種時間 午前 8時 45 分～午後 4時 45 分

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(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

8月 20日までの接種予約は受付中

8月 27日以降の受付は 8月 1日から開始

モデルナ社

個別 各医療機関
接種券に同封されている医療機関一覧を

確認のうえ、医療機関に直接予約
ファイザー社

場所 接種日(8月)

保健センター(笠間市南友部 1966-1)
6 日（土） 11日（木・祝） 20日（土）

27 日（土） 28日（日）

笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1) 30 日（火） 31日（水）

詳しくはこちら

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。２ぺージ
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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 9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 18歳以上の方

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、2回目または 3回目接種完了後 5か月以上経過した

日程で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。

予約受付 8 月 31 日までの予約受付中

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 19 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。

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

8月

3 日（水） 4日（木） 5日（金） 6日（土） 7日（日）

10 日（水） 11 日（木･祝）12 日（金） 13日（土） 14 日（日）

17 日（水） 18 日（木） 19 日（金） 20日（土） 21 日（日）

24 日（水） 25 日（木） 26 日（金） 27日（土） 28 日（日）

31 日（水）

Web 予約

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等で仕事を休まざるをえない労働

者に有給休暇を取得させた事業主を対象とした｢新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対

応助成金｣は、対象となる休暇取得期間が9月 30日まで再延長されました。

また、｢小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口｣が労働局に開設される期間も 12 月 28

日まで延長されました。

③ 小学校休業等対応助成金の対象期間等を延長します
問 小学校助成金：コールセンター ℡ 0120-876-187

特別相談：茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

市内に所有している空家について困っている方など、お気軽にお申し込みください。

対象 次の条件をどちらも満たす方

(1)笠間市に空家を所有する方、または近く空家になる予定の物件を所有する方

(2)パソコン等で Web 会議ツール｢Zoom｣を利用できる環境にある方

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)から、希望する日時の 3日前

まで(土日祝日除く。例：月曜日に希望する場合は前の週の水曜日まで)にお申し込み

ください。

④ オンライン空家相談窓口を開設しました
申・問 企業誘致・移住推進課(内線 592)
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7 月 1 日から施行しました。行政区へ加入しましょう。



【笠間地区】※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・8月 11 日分の可燃ごみは 12日に、不燃ごみおよび資源物は 18 日に収集します。

・8月 15 日分の可燃ごみは 16日に、不燃ごみおよび資源物は 22 日に収集します。

・し尿汲取り･浄化槽清掃は、土曜日・日曜日・祝日に加え、15日・16日もお休みとなります。

【友部・岩間地区】※○は通常どおり実施、斜線は通常と同じく休みになります。

・ごみ収集は通常どおりとなります。

・し尿汲取り･浄化槽清掃は，土曜日・日曜日・祝日に加えて、15日・16日もお休みとなります。

【ごみの持ち込み 全地区】

・市内全地区ともごみの持ち込み先は笠間市環境センターとなります。

持ち込み先：笠間市環境センター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-62)

持ち込み日時：月曜日から金曜日(祝日含む)、午前 9時～正午/午後 1時～5時まで

⑤ お盆期間中のごみ収集・し尿汲み取り・浄化槽清掃の日程を

お知らせします 問 資源循環課(内線 129)

8 月
9日

(火)

10 日

(水)

11 日

(木･祝)

12 日

(金)

13 日

(土)

14 日

(日)

15 日

(月)

16 日

(火)

可燃ごみ ○ 〇
○

11･12日分
○

休み

16 日へ

○

15･16日分

不燃ごみ・

資源物
○ ○ ○ ○

休み

22 日へ
〇

し尿汲み取り･

浄化槽清掃
○ ○ ○ 休み 休み

8 月
9日

(火)

10 日

(水)

11 日

(木･祝)

12 日

(金)

13 日

(土)

14 日

(日)

15 日

(月)

16 日

(火)

ごみ収集 ○ ○ ○ ○ ○ ○

し尿汲み取り･浄化槽清掃 ○ ○ ○ 休み 休み

8 月
9 日

(火)

10 日

(水)

11 日

(木･祝)

12 日

(金)

13 日

(土)

14 日

(日)

15 日

(月)

16 日

（火)

家庭ごみ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事業系ごみ ○ ○ ○ ○ ○ ○

デマンドタクシーかさまのお盆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。

予約受付 予約センター ℡ 0296-70-9000 ※おかけ間違いにご注意ください。

⑥ デマンドタクシーかさまのお盆期間の運行についてお知らせします
問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532

市 企画政策課(内線 555)

11 日(木・祝) 12 日(金) 13 日(土)～16 日(火)

休み 運行 休み ※8月 17 日(水)から通常どおり運行します。
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購入費補助制度があります。



梨の安定的な生産のため、苗木の購入費を助成します。この苗木助成は計画的な苗木

の新植や品種更新を推進し、市内果樹の安定生産と品質向上による生産振興を目的とし

ていますので、将来にわたって生産できる圃場に植栽してください。

※申請前に購入した場合は補助の対象となりません。

要件 5 本以上の植栽を行うこと

補助額 梨の苗木 1本あたり 300 円以内

対象 市内に住所を有する生産者または所在する生産者組織(3 戸以上の生産者で組織する任意

組織を含む)で、将来にわたって梨の生産意欲がある方

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

持ち物 補助金等交付申請書、見積書(品種ごとの単価がわかるもの）、本人確認のできる書類等

※申請書は窓口で配布、または右上の二次元コードからダウンロードしてください。

⑩ 梨苗の購入費を助成します 申・問 農政課(内線 527)

果樹の経営規模の拡大、品質の向上を推進するため、生産規模の拡大にかかる費用

を支援します。それぞれの補助事業を受けるためには要件があります。購入や事業を

実施する前にお問い合わせください。詳しくは右の二次元コードでご確認ください。

各種支援事業および対象者

【主要果樹を対象とした支援事業】※主要果樹：くり、なし、かき、ぶどう等

(1)果樹経営支援対策事業：改植や新植により品質の向上を目指す方

【栗を対象とした支援事業】

(2)栗生産規模拡大支援事業：栗農地の規模を拡大する方

(3)栗栽培機材等導入支援事業：(1)もしくは(2)の事業を活用した方、新たに事業を展開(起業

または拡大)する方

(4)栗苗木支援事業：苗木を 40本以上購入して植栽する方

(5)栗栽培農地貸付補助金：農地を新たに栗生産者へ貸し出す方

⑨ 果樹の生産規模拡大を支援します 申・問 農政課(内線 527)

笠間芸術の森公園や笠間中央公園などの都市公園においてイベントの開催や出店、または公園

内を占用し、集会・競技会(練習含む)・撮影会等を行う場合は事前に許可を受ける必要がありま

す。日程調整や使用料・内容の確認を行いますので、実施予定日の 2週間程度前までに、電話ま

たは窓口等で事前にご相談ください。

対象 集客イベント(有料・無料問わず）、オリエンテーリング、グラウンドゴルフ、映画・

ミュージックビデオの撮影など

⑦ 都市公園の使用には事前の許可が必要です 問 管理課(内線 575)

飼っている犬や猫がいなくなってしまったらすぐにご連絡をお願いします。迷子になっている

間に、交通事故にあったり、人に迷惑をかけたりする可能性もあります。｢帰ってくるだろう｣と

待たずにすぐにご連絡ください。

また、特徴が似ているペットの保護情報が市に入った場合、ご連絡いただいた方や犬の登録情

報から、市職員が飼い主に電話連絡する場合があります。

ペットを守るため、日ごろから首輪等に名札を付けるなどのご協力をお願いします。

⑧ ペットがいなくなったらすぐにご連絡ください
問 茨城県動物指導センター ℡ 0296-72-1200 市 環境政策課(内線 125)

笠間警察署 ℡ 0296-73-0110
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化学肥料・化学合成農薬の使用を 5割以上低減する取り組みと合わせて行う、

地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援します(環境保全型農業直接支

払交付金)。

対象者 2 戸以上の農業者による任意団体(代表者・規約を定め、団体の口座を開設すること)

要件 以下の(1)～(5)のすべての要件を満たすこと

(1)主作物について販売を目的に生産を行っていること

(2)農業振興地域内、生産緑地地区内の農地で、化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベ

ルから原則 5割以上低減して主作物を栽培していること

(3)環境保全効果の高い営農活動(表 1のいずれか)に取り組んでいること

(4)みどりのチェックシートの取組を実施していること

(5)環境保全型農業の取り組みを広げる活動(推進活動)に取り組んでいること

(表 1)環境保全効果の高い営農活動および交付単価

※予算状況等により交付金額が減額される場合があります。

申請期限 8 月 31 日（水）

申請方法 窓口で直接申請してください。

⑪ 環境にやさしい農業(環境保全型農業)に取り組みませんか
申・問 農政課(内線 527)

有機農業

12,000 円/10ａ(土壌診断および炭素貯蓄効果の高い取組を実施した場

合は 14,000 円/10ａ)

ただし、そば等雑穀・飼料作物は 3,000 円/10ａ

取組拡大加算 ＋4,000 円/10ａ(新規取組面積)

堆肥の施用 4,400 円/10ａ

カバークロップ 6,000 円/10ａ

リビングマルチ 5,400 円/10ａ ただし、小麦・大麦等は 3,200 円/10ａ

草生栽培(果樹、茶) 5,000 円/10ａ

不耕起播種(麦、大豆) 3,000 円/10ａ

長期中干し・秋耕(水稲) 800 円/10ａ

県では、運転免許を自主返納した高齢者の方を対象に、県内事業者独自の特典サービスを提

供しています。協賛店拡充のため、協賛事業者を随時募集しています。

申込方法 申込書は、県ホームページ｢茨城県高齢者免許返納サポート事業｣よりダウンロード

し、郵送またはFAX、メールで提出してください。

⑬ 高齢者運転免許自主返納サポート事業協賛事業者を募集します
申・問 茨城県生活文化課安全なまちづくり推進室 ℡ 029-301-2842 FAX 029-301-2848

〒310-8555 水戸市笠原町978-6 メール seibun6@pref.ibaraki.lg.jp

市では、｢環境負荷ゼロへの挑戦(プラスチックごみゼロ宣言)｣に基づき、さまざまな

部署や施設でプラスチック削減の取り組みを実施しています。

取組結果は市ホームページ(右上の二次元コード)から見ることができますので、ぜひご覧く

ださい。

⑫ プラスチック削減への取り組みを公表しています
問 資源循環課(内線 128)
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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。



  

 

 

 

 ⑭ 敬老事業についてお知らせします 
問 笠間地区：笠間支所福祉課(内線 72133) 友部地区：高齢福祉課(内線 174) 

  岩間地区：岩間支所福祉課(内線 73172） 
 
 市では、永年にわたり社会の進展に貢献されてきた高齢者の方々を敬愛し、長寿を祝うため、

75歳以上の方を対象とした敬老事業を行っています。 

※詳細は、8月 4日発行の広報かさま 8月号をご確認ください。 

【節目年齢の記念品贈呈】 

対象年齢 令和 4年度 
  75 歳【追加】 

記念品 

 77 歳(喜寿) 
 80 歳(傘寿)【追加】 
 88 歳(米寿） 
 90 歳(卒寿)【追加】 
 99 歳(白寿) 
100 歳(百寿) 記念品（ほか国・県から記念品・祝状） 
  最高齢者 祝状・丸筒・記念品 

【敬老祝賀会事業交付金】  

 地域活動を支援するため、地区実行委員会が｢敬老祝賀会｣を開催する場合の費用の一部を助成しま

す。助成額は、開催割と出席割の2区分を積算根拠とした合算額となります。 

開催割：地区対象者数の 30%×2,000 円 

出席割：出席高齢者数×2,000 円 

 
 ⑮ 笠間市更生保護女性会に参加しませんか    

申・問 社会福祉課(内線 157) 
 

笠間市更生保護女性会は、非行や犯罪をなくし、過ちを犯した人たちの立ち直りを支援するた

めに活動しているボランティア団体です。更生保護協力団体として全国では約 17 万人の会員が

自発的、自主的に地域性を生かしながら活動しています。 

会の趣旨に賛同する女性であれば、どなたでも参加できます。私たちとともに活動しませんか。 

活動内容 ・社会を明るくする運動キャンペーン参加 ・愛の募金活動 

・子育て支援地域活動(あいさつ、声かけ運動、緑化ボランティア等） 

・有光苑(更生保護法人)支援、水府学院支援(意見発表会・運動会に参加)ほか 

 
 ⑯ 全国一斉｢子どもの人権 110 番｣ 強化週間を実施します 

問 水戸地方法務局 人権擁護課 ℡ 029-227-9919 
 
法務省と全国人権擁護委員連合会は、いじめや児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権

問題を積極的に解決するために、全国一斉｢子どもの人権 110 番｣強化週間を実施し、悩みを持っ

たお子さんや保護者からの相談に応じます。 

 秘密は守られますので、安心してご相談ください。 

日時  8月26日（金）～  9月1日（木）午前8時30分～午後7時(土、日曜日は午前10時～午後5時） 

電話番号  0120-007-110(全国共通フリーダイヤル） 

※上記期間以外にも、平日の午前 8時 30 分～午後 5時 15 分まで相談することができます。 

相談員 法務局職員・人権擁護委員 
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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～ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 歩道整備に伴い交通規制を行います       問 建設課(内線 503) 
 
 歩道整備の実施に伴い交通規制を行います。通行の際には、工事看板および交通誘導員の指示

に従って通行してください。付近にお住まいの方、通行される方には大変ご迷惑をおかけします

が、ご理解ご協力をお願いします。 

規制期間 7 月下旬から令和 5年 1月下旬(予定) 

規制区間 笠間市中央三丁目地内：友部公民館前から西へ約 90ｍ 

規制内容 市役所側の歩道：通行止め(夜間開放)、車道：片側通行止め（夜間開放） 

施工業者 大平建設(株) 

 ⑰ 特設無料人権相談を実施します          問 社会福祉課(内線 157) 
 
 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

る場合があります。 
【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 8 月 17 日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分  

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1) 

 
 ⑱ 茨城県八士会 無料相談会を開催します   

問 茨城司法書士会 ℡ 029-225-0111  
 法律、司法、行政、税務、社会保険、不動産などの各士業が無料相談会を開催します。予約は

不要ですので、直接お越しください。 

日時 9 月 4日（日）午前 9時 30 分～午後 2時 30 分 受付終了 

場所 茨城県産業会館(水戸市桜川 2-2-35) 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となることがあります。詳しくはお問い合わせく

 ださい。 
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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。 
  



  

 

 

 

 ㉑ 自衛官・防衛大学校・防衛医科大学校学生を募集します 
申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

    メール  hq1-ibaraki@pco.mod.go.jp  
募集種目 募集資格 受付期間 

航空学生 (海)18 歳以上 23歳未満 

(空)18 歳以上 21歳未満 9 月 8日（木）まで 

一般曹候補生 
18 歳以上 33歳未満 

9 月 5日（月）まで 
自衛官候補生 年間を通じて受け付け 

防衛大学校学生 
一般 

令和 5年 4月 1日現在、 

高卒者(見込含)18 歳以上

21歳未満 

10 月 26 日（水）まで 
推薦 9 月 5日（月）～ 

9 日（金） 総合選抜 

防衛医科大学校 
医学科学生 10 月 12 日（水）まで 

看護学科学生 

(自衛官候補看護学生) 10 月 5日（水）まで 

 
 ㉒ 県立水戸産業技術専門学院生徒を募集します 

問 県立水戸産業技術専門学院 ℡ 029-269-2160 
 

 総合実務科 OA 実務科 

訓練期間 10 月 4日(火)～令和 5年 3月 17 日(金) 10 月 3日（月）～12月 26 日（月） 

訓練内容 

OA 実技、コミュニケーション能力を高め

る社会適応訓練、販売・物流・清掃・介

護業務等に関する知識技能の習得など 

パソコン周辺機器の取り扱いや文書作

成、表計算、プレゼンテーション、電子

メールによる情報通信など 

訓練場所 水戸産業技術専門学院水府町校舎 

(水戸市水府町 864-4) 
(株)ひたちなかテクノセンター 

(ひたちなか市新光町 38) 

応募資格 

軽度の知的障害者(療育手帳を所有して

いるまたは公的機関でこれと同等と判

断された方) 

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の手帳等を所

持していて、自ら通学が可能な方など 
募集人数 10 名(選考あり) 10 名(最低実施可能人数：6名) 
授業料 無料 無料(テキスト代等は別途実費負担) 
応募先 水戸公共職業安定所 笠間出張所 ℡ 0296-72-0252 

応募期限   8 月 22 日（月） 9 月 7日（水） 
入学選考日 9 月 1日（木）   9 月 12 日（月） 
 

 ⑳ 笠間中央公園の日よけ施設工事を実施しています   
問 都市計画課(内線 588) 

 
 利用者のさらなる利便性向上を図るため、日よけ施設の設置工事を行っています。工事期間は、

｢みんなの広場｣の一部が利用できなくなります。 

 ご迷惑おかけしますが、ご理解ご協力いただきますようお願いします。 

工事期間 7 月 19 日（火）～8月 12 日（金）  ※工事の進捗により変更となる場合があります。 
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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 



施設清掃の基礎知識と実習により、実務技能を習得し就業に役立てる講習会です。

日時 9 月 1日（木）、2日（金）午前 10 時～午後 4時

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6）

対象 60 歳以上でシルバー人材センターで就業できる方

申込方法 窓口で直接でお申し込みください。

申込期限 8 月 17 日（水）

㉔ 清掃スタッフ講習会を開催します
申・問 シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373

放送大学はテレビやインターネット、ラジオを利用して授業を行う通信制の正規の大学です。

条件を満たせば学力試験はありません。卒業すれば学士の学位を取得できます。詳しくはお問い

合わせください。

出願期間 第 1回：6月 10 日（金）～8月 31 日（水） 第 2回：9月 1日（木）～9月 13 日（火）

㉕ 放送大学 10 月入学生を募集します
問 放送大学茨城学習センター ℡ 029-228-0683 HP https://www.ouj.ac.jp

受験資格 ※詳細は茨城県警察採用案内ホームページをご覧ください。

警察官 A：平成元年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業もしく

は令和5年3月31日までに卒業見込みの方または県人事委員会がこれと同等と認める方

警察官 B：平成元年 4月 2日から平成 17年 4 月 1日までに生まれ、警察官 Aの受験資格(学歴区

分)に該当しない方

第一次試験 9 月 18 日（日）

申込方法 茨城県警察採用案内ホームページからお申し込みください。

申込期限 8 月 12 日（金）午後 5時

㉓ 茨城県警察官を募集します 問 笠間警察署 警務課 ℡ 0296-73-0110

8 月 1 日から、経済産業省主唱の｢電気使用安全月間｣がはじまります。コードが下敷きになっ

ていたり、プラグにほこりが溜まっていたりしませんか。

定期的に確認し、火災や事故を防ぎましょう。

電気を正しく使うことは、ECO にもつながります。

節電の主なポイント

1.冷房時の室温は 28 度を目安に設定し、体感温度を

服装で調整

2.照明はこまめに消灯を

3.冷蔵庫のドアの開閉は、回数も時間も少なめに

㉖ 8月は ｢電気使用安全月間｣ です
問 (一財)関東電気保安協会 茨城事業本部 ℡ 029-226-3225 市 環境政策課(内線 126)
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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）



花壇づくりによる花いっぱい運動に継続して取り組んでいる、またはこれから取り組もうと

している団体や学校に対して費用の支援(1団体、1学校あたり 5万円以内)を行います。

申込方法 チャレンジいばらき県民運動事務局に郵送またはメールでお申し込みください。申

込用紙は、チャレンジいばらき県民運動事務局のホームページからダウンロード、

また生涯学習課にも備え付けてあります。

申込期限 9 月 30 日（金）

㉘ 花いっぱい運動定着化促進事業
申 チャレンジいばらき県民運動 事務局 メール info@challenge-ibaraki.jp

〒310-0011 水戸市三の丸 1-5-38 茨城県三の丸庁舎 2階

問 チャレンジいばらき県民運動 事務局 ℡ 029-224-8120 市 生涯学習課(内線385)

県内の母子家庭のお母さんとお子さんが、広く地域を越えて交流と楽しい体験ができる｢宿泊

研修事業｣の参加者を募集しています。

日時 10 月 8日（土）午後 2時～9日（日）午後 1時まで ※現地集合、現地解散

場所 水戸市少年自然の家(水戸市全隈町 80-1)

対象 ・県内在住の母子家庭の親子(親のみ、子のみは対象外）

・全日程参加できる方(遅刻、早退はできません）・子の年齢は年長児から中学2年生まで

定員 50 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 500 円/世帯

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 9 月 2日（金）

㉙ 親子すこやか宿泊研修事業
申・問 茨城県母子寡婦福祉連合会 ℡ 029-221-7505

体験型のイベントやキッチンカーによる飲食物の販売も行います。夏の思い出

づくりに参加してみませんか。

日時 8 月 20 日（土）午前 10時～午後 3時

場所 福ちゃんの森公園(笠間市福田 2990-1)

内容 移動動物園(ヤギ、ヒヨコ、アオジタトカゲ、ケヅメリクガメなど)、ミニ SL 運行、パト

カー展示(午前 10時～正午)、手工芸ワークショップ、キッチンカー、環境啓発ブースなど

※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。また内容が一部変更に

なる場合があります。

㉚ 福ちゃんの森公園 サマーフェスタ 問 資源循環課(内線 129)
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現在、新型コロナウイルス感染症対策として実践している新しい働き方・休み方をこれからも

続けていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にもつながる年次有給休暇の計画的付与

制度および、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有

給制度の導入が効果的です。詳しくはお問い合わせください。

㉗ 年次有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう
問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉜ デジタルボランティア養成講座 
申・問 笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730  

 パソコンでの簡単な文章やチラシ作成、スマートフォンの使い方を勉強します。講座終了後は、

スマートフォン講座を実施する際の補助的なボランティア活動や、地域でパソコンなどが苦手な

方のお手伝いの活動を仲間と一緒にしてみませんか。 

日時 8 月 24 日（水）、9月 28 日（水）、10月 26 日（水）、11月 24 日（木）、12月 22 日（木） 

   1 月 26 日（木）全 6回コース 午後 1時 30 分～3時 30 分 

場所 笠間市社会福祉協議会 本所(笠間市美原 3-2-11) 

対象 Windows10のパソコンで、Word およびExcel がインストールされているノート型パソコンを

   お持ちで、基本的なパソコンの操作ができる方、講座終了後に、ボランティア活動ができる方 

定員 15 名 

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 8 月 17 日（水） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により講座を延期または中止する場合があります。 

  ㉝ デジタル力向上のためのオンライン講座 追加募集 
申・問 デジタル戦略課(内線 217）  

〇好評につき追加募集します 

 ｢それ、自動化できちゃいます」、｢Web デザインのはじめ方」、｢AI 人材に必要な高校数学｣｢パ

ソコン三種の神器(Word、Excel、PowerPoint)を 10 日間でイッキに速習」「相手を課題解決へと

導く『質問力』の鍛え方」、｢元 NHK アナウンサーが教える『心が動く話し方』」、｢初めから効率

良く学ぶ～基本情報技術者試験｣など、6,000 以上の動画コンテンツを無料で提供します。スマー

トフォン、タブレット、パソコンでお好きな時間に動画を視聴してください。 

受講期間 コース 詳細はこちらのホームページから 

令和 5年 3月 
Udemy Business https://ufb.benesse.co.jp 

Schoo https://schoo.jp 
対象 市内在住、または在勤の方 

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)からお申し込みください。 

※応募者多数の時は、受講して頂ける講座や受講の希望に添えないときがあります。 
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「犬のフン｣は飼い主が持ち帰りましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉞ 若者たちの食育教室#しあわせのモテレシピ 
申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145  

 ｢食べることは生きること｣であり、健康で元気に過ごすためには若いころからの健全な食生活

が大切です。ご自身や大切な人の健康を守りたい方、この機会に一緒に｢食育｣を学びませんか。 

日時  9 月 14 日（水）午前 10時～正午 受付：午前 9時 45 分 

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1) 

内容 講話：食育ミニ講話  

   献立：もち麦ごはん、揚げない鮭の南蛮漬け、かぼちゃのサラダ、きのこの味噌汁 

対象 市内在住でおおむね 20～30 歳代の方 

定員 10 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 300 円 

申込方法 保健センターの窓口で直接、または電話、いばらき電子申請・届出 

     サービス(右の二次元コード)でお申し込みください。 

申込期限 9 月 1日（木） 

持ち物 エプロン、三角巾またはバンダナ、筆記用具、水分補給用の飲み物 

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程等の変更または中止となる場合があります。 

  ㉟ ヘルスアップセミナー ～おいしく食べて健康に～ 

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 

 生活習慣病予防のお話や、栄養バランスや減塩、野菜摂取アップなどを意識した食事の試食な

ど、健康づくりに役立つ情報が盛りだくさんです。この機会にぜひご参加ください。 

日時 9 月 1日（木）午前 10時～午後 0時 30 分 受付：午前 9時 45 分 

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1） 

内容 健康づくり情報(健康ワンポイントアドバイス、食事バランスと減塩のコツを知ろう) 

   家の味噌汁またはスープの食塩濃度チェック、量と栄養バランスのとれた食事の調理と試食 

講師 笠間市ヘルスリーダーの会 会員 

対象 市内在住の方 

定員 15 名(申し込み多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 エプロン、三角巾またはバンダナ、味噌汁またはスープ(よく洗った空瓶やペットボト

    ルに50㏄程度入れた物）、筆記用具、水分補給用の飲み物 

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 8 月 22 日（月） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により日程等の変更または中止となる場合があります。 
 ㊱ いばらき出会いサポートセンター 

  ｢入会登録料無料キャンペーン｣ 
申・問 いばらき出会いサポートセンター ℡ 029-224-8888 

 
 いばらき出会いサポートセンターは、結婚を希望する独身の方を対象に、会員登録制によるパー

トナー探しの支援を行っています。女性を対象に、入会登録料の無料キャンペーンを実施します。

 詳しくは、センターホームページ(右上の二次元コード)をご覧ください。 

 

令和4年 7月 21日  第 4 ｰ 8号 
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市役所職員などを騙
  かた

って口座番号などを聞き出す詐欺に 
ご注意ください。 



茨城アストロプラネッツと笠間市の共催により車いすソフトボール大会を開催します。当日

は試合だけでなく、AED 体験や名産品配布等の企画も実施します。

ぜひ、この機会に車いすソフトボールを観戦してみませんか。

日時 8 月 6日（土）、7日（日）午前 10 時～午後 4時

場所 大池公園(笠間市赤坂 22-14）

参加費 無料

㊲ かさまマロンカップ 2022 フロンティアリーグ茨城大会
問 生涯学習課(内線 393)

市は、水戸ホーリーホックのホームタウンの一つとして｢FC 水戸ホーリーホック｣を応援してい

ます。この機会に臨場感あふれるスタジアムでサッカーを観戦してみてはいかがでしょうか。当

日会場で笠間市 PR大使選手とのコラボパンの販売も予定しています。
日時 8 月 27 日（土）キックオフ：午後 6時

場所 ケーズデンキスタジアム水戸(水戸市小吹町 2058-1)

対戦相手 FC 琉球

対象 市内在住・在学・在勤の方

定員 先着 1,000 名

優待価格 メインサイド自由席：1,500 円 バックホーム自由席：1,000 円

ゴール裏ホーム自由席：500 円

※県内在住小学生はキッズパスポート申込により観戦無料です。

申込方法 特設サイト https://bit.ly/3vMJ7vLから購入できます。また、残券がある場合に限り当
日会場で購入可能です。

※8月18日(木)に市内で笠間市 PR大使選手(柳町 魁耀選手ほか)のサイン会も予定しています。
やなぎまち かいよう

詳細は決まりしだい、市ホームページでお知らせします。

㊳ 水戸ホーリーホック｢笠間市の日｣に伴いお得なチケットが

販売されます 問 生涯学習課(内線 392)

トラクターの基本操作と安全運転技術を習得し、大型特殊免許(農耕用）、またはけん引免許（農

耕用)の取得を 4日間で目指します。

期間 第 7回:10 月 17 日（月）～20 日（木） 第 8回:11 月 7日（月）～10 日（木）

第 9回:11 月 14 日（月）～17 日（木） 第 10回:12 月 5 日（月）～8日（木）

※第 1～6回の受付は終了しました。

場所 茨城県立農業大学校

対象 県内在住および運転免許証の住所も県内にある農業者で

・大型特殊免許(農耕用)取得研修：普通自動車免許を取得している方

・けん引免許(農耕用)取得研修：大型特殊免許を取得している方

受講費 7,050 円(別途、傷害保険料がかかります）

申込方法 郵送または FAX でお申し込みください。受講申込書は、農業大学校ホームページから

(｢茨城県立農業大学校｣で検索)ダウンロードできます。

申込期間 8 月 1日（月）～12 日（金）

㊴ 農作業安全・大型特殊免許(農耕用)等取得研修
申・問 茨城県立農業大学校 庶務部研修科 ℡ 029-292-0419

〒311-3116 東茨城郡茨城町長岡 4070-186 FAX 029-292-0903
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国民健康保険税の納付は、口座振替にすると便利です。



掛け軸や浮世絵に書かれたくずし字が何て書いてあるか、わかりやすく説明をします。興味

のある方はぜひご参加ください。

日時 8 月 21 日（日）午後 2時

場所 茨城県陶芸美術館 1階多目的ホール(笠間市笠間 2345)

講師 書家・書道家 角田 恵理子さん
つ の だ え り こ

定員 100 名(先着順)

参加費 無料 ※展示室をご覧の場合は別途観覧料が必要です。

申込方法 電話でお申し込みください。

㊵ 茶掛も浮世絵も｢読める｣｢わかる｣初めてのくずし字教室
ちゃがけ

申・問 茨城県陶芸美術館 ℡ 0296-70-0011

早口言葉や季節の歌の合奏などで衰えた筋力を取り戻しましょう。飲み物、タオルをお持ち

のうえ、動きやすい服装でお越しください。

日時 8 月 18 日（木）午前 10時 30 分～11時 30 分

場所 地域交流センターともべ

講師 丹家 倫子さん
たん げ と も こ

定員 15 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。

㊶ いきいき音楽ケア体操
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

令和4年7月 21日 第4 ｰ 8号
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日時 8 月 5日（金）午前 9時 30 分～午後 3時

集合場所 筑波海軍航空隊記念館(笠間市旭町654）

内容 1.探検編 2.ドラマ編

講師 笠間高等学校 メディア芸術科 講師 江田 光保さん 映画カメラマン 道川 昭如さん
え だ みつ ほ みちかわ あきゆき

対象 小学 4～6年生

定員 各編 5名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 1,000 円(保険料・材料費）

申込方法 電話、またはメールでお申し込みください。

申込期限 8 月 3 日（水）

㊷ 夏休み子ども映像塾
申・問 夏塾チーム ℡ 090-8858-6182 メール hoduminet@gmail.com

かさま CYCLING は、5つのサイクルポート(駐輪場)から、乗りたい時に借りて、行きたい場所

の最寄りのポートで返すことができる電動アシスト付自転車のシェアサービスです。健康にも環

境にもやさしい自転車で、市内を散策してみませんか。利用には、会員登録が必要ですので、右

上の二次元コードから事前にお申し込みください。

サイクルポート設置場所 友部駅(北口)・道の駅かさま・笠間駅・笠間芸術の森公園(笠間工芸

の丘)・笠間稲荷門前通り(かさま歴史交流館井筒屋)

料金 最初の 60分まで：300 円 延長料金：100 円/30 分 当日上限額：1,500 円/日

※料金はクレジット払いとなります。

貸出時間 午前 8時 30 分～午後 5時 ※午後 5時以降も返却可

㊸ シェアサイクル「かさまCYCLING」
サ イ ク リ ン グ

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222

市 企画政策課(内線 555)

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。



【回覧】次号は 8 月 4 日発行 第 4-9 号

〇令和 4年 7月 7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。

出展 木工作家：菅谷 豊さん 矢實 誠さん 小山 昭彦さん
す が や ゆたか や ざね まこと お や ま あきひこ

陶芸大学校：金森 絵美さん 李 愛琳さん
かなもり え み りー あいりん

問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

〇令和 4年 7月 7日発行の広報かさま 7月号 P.23｢コンデキ 6 茨城アストロプラネッツポスト

が登場｣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。

写真キャプション 【誤】日本郵政株式会社

【正】日本郵便株式会社

問 秘書課(内線 225)

〇令和 4年 7月 12 日発送の｢令和 4年度国民健康保険税納税通知書｣に同封した付け紙の一部内容

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。

【誤】℡ 0296-37-6611(岩間地区より)

【正】℡ 0299-37-6611(岩間地区より)

問 保険年金課(内線 140)

P13 ｢㉝ 笠間の家イベント｣ 〇おうち時間を楽しむ家具と雑貨展

お詫びと訂正

｢関東やきものライナー｣が 7月 23 日（土）から、当面の間 1日 4往復運行します。東京方面

におでかけの際は、ぜひご利用ください。

料金 片道:1,650 円(小人 830 円) 2 枚チケット:2,900 円(小人は同額で 2名利用可)

㊺ 高速バス｢関東やきものライナー｣が増便します
問 企画政策課(内線 555)

上り 下り

停留所 時刻 停留所 時刻

益子駅 6:30 8:20 9:20 秋葉原駅 15:10 17:00 18:40 20:10

笠間ショッピング
センター(ポレポレ）

7:10 7:50 9:00 10:00 道の駅かさま 16:49 18:39 20:19 21:49

笠間稲荷神社入口 7:12 7:52 9:02 10:02 やきもの通り 16:52 18:42 20:22 21:52

笠間駅前 7:15 7:55 9:05 10:05 笠間駅前 16:55 18:45 20:25 21:55

やきもの通り 7:18 7:58 9:08 10:08 笠間稲荷神社入口 16:58 18:48 20:28 21:58

道の駅かさま 7:21 8:01 9:11 10:11
笠間ショッピング
センター(ポレポレ）

17:00 18:50 20:30 22:00

秋葉原駅 9:20 10:00 11:20 12:20 益子駅 19:30 21:10
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ハンドメイド教室で作成したビーズアクセサリーの作品展示を行います。実際に行われている

教室を見学することもできます。詳しくは笠間の家にお問い合わせください。

日時 8 月 18 日（木）～24 日（水）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、月曜日休館

場所 笠間の家 2階ギャラリー(笠間市下市毛 79-9)

㊹ ハンドメイドの魅力展 問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521


