
※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高齢者インフルエンザ予防接種の予診票を

送付します

④高齢者健康診査を実施しています

⑤くらしの困りごとなど何でもご相談ください

⑥高齢者の無料歯科健診を実施します

⑦9月は動物愛護月間です

⑧アンケートにご協力ください

⑨胃内視鏡検診を実施しています

⑩暮らしとこころの相談会を開催します

⑪中山間地域の農業生産活動を支援しています

⑫農村地域の環境を保全する地域共同の活動を

支援しています

⑬法律と登記等に関する無料相談会を開催します

⑭就業構造基本調査にご協力ください

⑮第2回実用英語技能検定の受検費用の一部を

助成します

⑯笠間市地域おこし協力隊活動報告会を開催します

⑰エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑱中学校・高等学校卒業程度認定試験受験案内

を配布しています

⑲マザーズコーナー｢就職応援セミナー｣を

開催します

⑳障害者就職面接会を開催します

㉑看護の資格をもう一度活かしてみませんか

㉒街路灯撤去事業の補助が今年度で終了します

㉓ご利用の水は安全ですか

㉔台風接近前の対策にご協力ください

■教養・文化・交流 他

㉕家庭生活支援員養成講習会

㉖スマホの使い方教室

㉗地域包括支援センターからのお知らせ

㉘高血圧予防教室

㉙ママ・リフレッシュ

㉚介護補助スタッフ講習会

㉛笠間市創業塾 2022 の参加者を募集します

㉜いばらき県央地域スポーツフェスティバル

㉝第75回自然観察会

㉞第 2回 いばらき米の極み頂上コンテスト

㉟夏休み企画「GEO JAPAN｣上映会

㊱わかりやすい地震のはなし

㊲谷口たかひさ講演会 IN かさま

㊳第一火曜日の会｢地震災害から自分や家族を守る｣

㊴笠間の家イベント

㊵かさま歴史交流館 井筒屋 イベント

㊶地域交流センターともべ イベント

㊷地域交流センターあたご イベント

㊸婚活相談会

㊹建設業退職金共済制度をご存じですか
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全国的に新型コロナウイルス感染症の患者が急増しています。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、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(8月2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の感染が急拡大しています。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。

現在接種が進められているワクチンは、オミクロン株に対しても発症や重症化等の予防効果

が確認されていますが、その効果は時間の経過とともに低下していきます。

予防接種には｢個人を守ること｣と｢社会を守ること｣の二つの役割があります。

3回目接種は、皆さん自身を守るだけでなく、家族、友人、高齢者など大切な方

を守ることにもつながります。

できる限り早めの 3回目接種にご協力をお願いします。

対象者 2 回目接種完了後 5か月以上経過した 12歳以上の方

※接種券の紛失等で接種券がお手元にない場合は笠間市予約・相談センターへ再発行の手続きを

してください。

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）

新型コロナワクチン 3回目接種がお済みでない方は接種をご検討ください

接種会場 予約方法

各医療機関

医療機関に直接予約

ワクチン：ファイザー社またはモデルナ社

※12歳以上 18 歳未満の方が接種できるワクチンはファイザー社のみ

茨城県大規模接種会場

(茨城県庁福利厚生棟

水戸市笠原町 978-6）

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

ワクチン：モデルナ社（18 歳以上の方が対象）

詳細はこちら

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。
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 追加接種(4回目接種)について 
 広報かさま8月号12ページに掲載の｢追加接種(4回目接種)｣に関する追加情報をお知らせし 

ます。 

〇追加接種(4 回目接種)の接種対象者の範囲が拡大されます 

 新型コロナワクチンの追加接種(4回目接種)について、国から対象者拡大の方針が示されまし

た。市では国の方針に沿って追加接種を進めていきます。 

拡大された 

対象者の範囲 

3 回目接種完了後 5か月以上経過した、18歳以上 60歳未満の医療従事者等(歯科、

薬局、消防職員を含む)・高齢者施設従事者・障がい者施設従事者等 

接種券の発行 
笠間市予約・相談センター(℡ 0570-052-567：有料)で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。 

接種方法 

ご自身が勤務する医療機関・高齢者施設・障がい者施設等で接種が受けられない

場合は、接種券が届きましたら、市内個別医療機関、市の集団接種、県の大規模

接種会場等に予約のうえ接種を受けてください。 

  
〇重症化リスクが高いと医師が認める方の接種について 
60 歳未満であっても重症化リスクが高いと医師が認める方は、4回目接種の対象となります。 

・喫煙する方 

・運動不足（1回 30 分以上・週 2回以上の運動を 1年以上継続できていない）の方 

・妊娠している方 

これらにあてはまる方は、医師の判断により 4回目接種の対象となることがありますので、か

かりつけ医等にご相談ください。接種対象と判断された場合は接種券を発行しますので、笠間市

予約・相談センターへ電話(℡ 0570-052-567：有料)でお申し込みください。 

※予約方法等は｢広報かさま8月号｣12ページ掲載の｢新型コロナワクチン接種情報｣をご覧くだ 

さい。 

〇県の大規模接種会場の接種日(8月)の変更について 

変更後：月曜日から日曜日まで毎日実施(午前 9時～午後 8時) 

変更前：毎週水・木・金・土・日曜日(午前 9時～午後 8時) 
 

 新型コロナワクチン接種証明書がコンビニで取得できます 
新型コロナワクチンの接種を受けたことを証明するワクチン接種証明書(ワクチンパスポー

ト)は、保健センターの窓口や郵送で手続きする書面交付と、スマートフォン上の専用アプリで

取得する電子版交付の二通りの交付方法がありましたが、コンビニ等に設置された端末でも取得

できるようになりました。 

利用できる方 

 国内用：マイナンバーカードをお持ちの方 

 海外用：マイナンバーカードをお持ちの方で、令和 4年 7月 21 日以降に保健センターで海外

     用接種証明書の発行履歴がある方、またはスマートフォン上のアプリで海外用接種 

    証明書を取得している方 

取得可能な時間 毎日午前 6時 30 分～午後 11時 

 ※年中無休、故障対応を含むメンテナンス時間は除く。 

利用に必要なもの マイナンバーカード(要:暗証番号 4桁）、証明書発行料(1 通あたり 120 円） 

利用可能なコンビニ等の事業所 セイコーマート(今後順次対象事業者が拡大予定) 

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 8月 1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。  
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発熱等の症状がある方はまず、かかりつけ医に電話相談しましょう。 



高齢者インフルエンザの予診票は、送付先が市外の場合など一部の方を除き、介護保険料通知

書に同封してお送りしますので、ご確認ください。接種費用の接種の助成があります。

※上記以外の方は、保健センターから通知します。

予防接種の実施期間 10 月 1日（土）～令和 5年 1月 31 日（火）

助成額 1,500 円(接種 1回のみ）

③ 高齢者インフルエンザ予防接種の予診票を送付します
問 保健センター ℡ 0296-77-9145

対象 発送

納付書または口座振替で介護保険料をお支払いの方 8月10 日（水）

年金からの天引きで介護保険料をお支払いの方 9月 9日（金）

後期高齢者医療保険被保険者を対象に無料で高齢者健康診査を実施しています。保健センター

等で受診する｢集団健診｣と、指定医療機関での「医療機関健診」のどちらかを選べます。

コロナ禍にあっても、健康管理や病気の早期発見・治療につながる健康診査は大変重要です。

まだ受診されてない対象の方は、ぜひご利用ください。

健診内容 問診・身体測定・血圧測定・尿検査・血液検査(血糖・脂質・肝機能等)

【集団健診】

場所 保健センター、笠間公民館、地域福祉センターいわま

申込方法 インターネット(https://kenko-link.org/)、保健センターの窓口で直接、または電話
(℡ 0296-77-9145)でお申し込みください。詳しくは、保健センターにお問い合わせ

ください。

【医療機関健診】

指定医療機関 笠間中央クリニック、神里医院、河村医院、佐藤医院、下田整形外科、たかだ

脳神経外科・内科クリニック、メディカルケアクリニックかさま、あさひクリ

ニック、あやか内科クリニック、笠間市立病院、友部セントラルクリニック、

ともべ内科クリニック、ねもとクリニック、常陸クリニック、ふじえだクリニック

※新型コロナウイルス感染症の状況により受付を休止している場合もありますので、各医療機

関に直接ご確認ください。

申込方法 上記指定医療機関に直接予約後、保険年金課までお電話ください。受診日までに受

診券を送付します。

受診期限 令和 5年 1月 31 日（火）

④ 高齢者健康診査を実施しています 問 保険年金課(内線 141)
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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。

日常生活におけるちょっとした困りごと、誰に相談したらよいかわからないことはありません

か。専任相談員が電話でアドバイスします。また、適切な専門家・専門機関をご紹介します。

秘密は厳守しますので、まずはご相談ください。

受付日時 月～土曜日(祝祭日、年末年始を除く) 午前 10 時～午後 5時 30 分

⑤ くらしの困りごとなど何でもご相談ください
問 ライフサポートいばらき ℡ 0120-786-184

https://kenko-link.org/
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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～ 

 

 ⑥ 高齢者の無料歯科健診を実施します 
問 茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班 ℡ 029-309-1212 

 
 茨城県後期高齢者医療広域連合では高齢者の口腔機能の低下や肺炎等の疾病を予防するため、

無料の歯科健康診査を実施します。 

期間  9 月 1日（木）～12月 31 日（土）※ただし、歯科医療機関の休診日は除きます。 

対象 茨城県後期高齢者医療被保険者で、次の生年月日の方 

   ・昭和 21 年 4 月 1日～昭和 22年 3月 31 日生まれの方 

   ・昭和 16 年 4 月 1日～昭和 17年 3月 31 日生まれの方 

   ・昭和 11  年 4 月 1日～昭和 12年 3月 31 日生まれの方 

※8月下旬に、対象者に歯科健康診査の案内を送付します(施設等入所者を除く）。 

受診場所 案内に同封の実施歯科医療機関一覧表をご覧ください。 

健診内容 問診、口腔内の状態の検査、口腔機能評価など 

     ※受診料は無料ですが、引き続き治療を行う場合には別途料金がかかります。 

実施方法 ご希望の歯科医療機関を予約してください。受診票は事前にご記入ください。 

持ち物 被保険者証、受診券、受診票、歯ブラシ 

 

 ⑦ 9月は動物愛護月間です 
問 環境政策課(内線 125) 笠間支所地域課(内線 72115) 岩間支所地域課(内線 73115) 
 
ペットの放し飼いやふん尿による被害が増えています。ペットを飼うときは動物の習性を正し

く理解し、周囲に迷惑かけない｢心くばり｣と｢しつけ｣を心掛けましょう。 

所有者明示 ペットが迷子になってしまった場合に備え、首輪に名札や犬の鑑札・狂犬病予防注

      射済票をつけて、身元が分かるようにしましょう。また、マイクロチップを装着・

      登録することにより、確実な身元証明になります。 

不妊･去勢手術 殺処分ゼロを目指すために、もらい手のいない犬･猫を増やさないことが必要で

        す。不幸な犬･猫を減らすために、不妊･去勢手術をしましょう。市では飼い犬や

        飼い猫に対する不妊・去勢手術費用の補助制度があります。ご利用ください。 

猫は室内で飼いましょう 交通事故や感染症、ご近所へのふん尿やいたずらなど、トラブルを避

            けるために猫は室内で飼いましょう。 

最後の時まで一緒に ペットは大切な家族です。最後の時まで責任を持って一緒に暮らしましょう。

            大切な家族を心から愛し、かわいがってあげてください。 

 

 ⑧ アンケートにご協力ください    問 健康医療政策課 ℡ 0296-77-9145 
 
 笠間市を含む県央地域 9市町村で構成する｢いばらき県央地域連携中枢都市圏｣では、ICT を活

用した健康づくり事業に取り組んでいます。事業の推進にあたって、無作為に抽出された 18歳

から 74 歳までの圏域住民を対象にアンケートを行います。アンケートは 8月中旬に発送します

ので、お手元に届いた方は回答にご協力をお願いします。 
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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。 

 ⑨ 胃内視鏡検診を実施しています   申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 
 集団検診で実施する｢胃部Ｘ線(バリウム法)検査｣の日程で都合が合わなかった方や、ご予約が

取れなかった方などに対し、医療機関での胃内視鏡検診を実施しています。 

申請期限 令和 5年 1月 31 日（火） 

実施期限 令和 5年 2月 28 日（火） 

受診券有効期間 発行日より 2か月間 

実施医療機関一覧 

医療機関名 住所 電話番号 

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022 

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051 

茨城県立中央病院 笠間市鯉淵 6528 0296-77-1121 

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034 

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911 

ふじえだクリニック 笠間市東平 3-1-40 0296-71-5500 

対象 50 歳以上(2年に 1回) 

※食道、胃(ピロリ菌除菌中の方含む）、十二指腸疾患で治療中の方や経過観察中の方は対象にな

りません。 

※のど(咽頭）、呼吸器、心臓、高血圧、肝機能障害で治療中の方、明らかな出血傾向のある方、

アレルギー体質の方は医師にご相談ください。 

※上記に該当しない場合でも、医師の判断により検診をお断りする場合があります。詳しくは 

直接医療機関にお問い合わせください。 

個人負担金 3,800 円 

申込方法 医療機関で検診の予約をしてから、保健センターの窓口または電話で受診券受け取り 

    の申し込みをしてください。郵送での受け取りもできますが、お手元に届くまでに約  

   1 週間程度かかります。 

その他 ・同一年度内に胃内視鏡検診と胃エックス線検診の両方を申し込むことはできません。 

    ・前年度(令和 3年度)に市の胃内視鏡検診を受診された方は今年度は実施できません。 
    ・胃内視鏡検査とともに生体検査(生検)や治療等を行った場合や、内視鏡検査後の精密 

    検査を行った場合は保険診療となり、検診費用とは別に費用がかかります。 

    ・気になる症状があるときは、検診を待たずに医療機関を受診してください。 

 

 ⑩ 暮らしとこころの相談会を開催します  
申・問 茨城県弁護士会 ℡ 029-221-3501  

 解雇や賃金未払いなどの労働問題、生活保護、多重債務などの生活問題に弁護士が無料で相談

に応じます。 

日時 9 月 14 日（水）午後 1時～4時 ※面談による相談で相談時間 30 分 

場所 茨城県弁護士会館（水戸市大町 2-2-75） 

事前予約制 電話でお申し込みください。 

予約受付開始 9 月 1日（木）午前 10時～ 

受付期間 平日 午前 10時～午後 4時 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、電話相談に変更となる場合があります。 



農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位として農用地を維持・管理して

いくための取り決め(協定)を締結し、農業生産活動等を行う集落等に対して、傾斜がある農用

地の面積に応じて支援をしています(中山間地域等直接支払交付金)。

対象地域 旧大池田村、旧北山内村、旧南山内村、旧西山内村 ※詳しくはお問い合わせください。

対象農用地 緩傾斜地(1/100 以上 1/20 未満)のある農業振興地域農用地区域内の田(1 集落 1 ヘ

クタール以上）

対象者 集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

交付単価 8,000 円/10 アール

申込方法 令和 5年度から申請を希望する場合は、お問い合わせください。

申込期限 8 月 31 日（水）

⑪ 中山間地域の農業生産活動を支援しています
申・問 農政課(内線 529)

農業・農村は、国土の保全、水の貯留、多様な生物の保護、良好な景観の形成等の多面的機能

を有しています。

農業者と非農業者の地域住民が一体となった組織を作り、農地や農業用施設、農村環境の保全

を図る活動に対して支援をしています(多面的機能支払交付金)。

令和 5年度から新規で申請を希望する場合は、お問い合わせください。

対象農用地 農業振興地域農用地区域内の農用地等

対象活動および交付単価

※｢共同活動｣および｢施設の長寿命化｣は、｢農地維持｣と併せて取り組むことが基本になります。

※交付単価は上限額です。活動内容により、上限額以内の交付になります。

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 31 日（水）

⑫ 農村地域の環境を保全する地域共同の活動を支援しています
申・問 農政課(内線 530)

交付金の種類 活動内容 交付単価(田) 交付単価(畑)

農地維持
農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農

道の路面維持等の基礎的な保全活動
3,000円/10アール 2,000円/10アール

共同活動
水路や農道の軽微な補修、生態系保全

や植栽等の農村環境保全活動
2,400円/10アール 1,440円/10アール

施設の長寿命化 水路の補修や更新等 4,400円/10アール 2,000円/10アール
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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)
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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。 

 ⑭ 就業構造基本調査にご協力ください      問 企画政策課(内線 556) 
 
 10 月 1日を基準日とした就業構造基本調査が全国一斉に実施されます。この調査は、統計法に

基づき 5 年ごとに実施する国の重要な統計調査であり、全国から抽出された約 54 万世帯、15 歳

以上の世帯員約 108 万人を対象に行われます。 

本調査により、日本の就業に関する現状を正しく把握し、非正規雇用者の安定就業や処遇改善

に向けた対策、長時間労働の是正、育児・介護・看護と就業の両立支援等、雇用政策や経済政策

等の各種行政施策を企画・立案するための基礎資料となります。 

 調査員は、9月上旬から巡回し、お住いの世帯の状況(世帯主氏名や居住の有無など)について

確認させていただきます。この結果をもとに 9月下旬から、調査対象となった世帯を調査員が訪

問し調査票の記入等をお願いしますので、ご理解ご協力をお願いします。 

調査期間 8 月下旬から 10月下旬 

対象地区 笠間地区 笠間の一部、石井の一部、本戸の一部、稲田の一部 

 友部地区 平町の一部、南友部の一部、旭町の一部、鯉淵の一部、随分附の一部、

中市原の一部、東平の一部 

 岩間地区 下郷の一部、吉岡の一部、泉の一部、押辺の一部 

調査内容 15 歳以上の方を対象に就業状況や就業に関する希望など 

〇ご安心ください。個人情報は厳重に保護されます。 

 調査票に記入していただいた内容は、統計を作るためだけに用いられ、その他の目的に使用す

ることは絶対にありません。また、調査員や調査関係者が調査で知り得た事項を他に漏らすこと

は法律で厳しく禁じられています。 

〇調査をよそおった、かたり調査にご注意ください。 

 統計調査員と偽り詐欺等を行う者に十分注意してください。調査では金銭等の要求や預貯金の

口座番号等を聞くということは絶対にありません。 



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 8 月 25 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 8 月 25 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。

⑰ 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）

都市部から移住し、市の PRや地域活動に取り組む｢地域おこし協力隊｣の活動報告会を開催し
ます。今回は会場とオンラインでの同時開催を予定しています。お気軽にご参加ください。

日時 8 月 29 日（月）開会：午後 6時 30 分～7時 30 分 開場：午後 6時

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

参加費 無料

内容 隊員(大島 実さん・高橋 武志さん・髙山 健さん)からの活動報告
おおしま まこと たかはし た け し たかやま けん

参加費 無料

定員 60 名 ※オンラインでの参加の定員はありません。

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)、メール、または電話でお申し

込みください。

申込期限 8 月 26 日（金）

※新型コロナウイルス感染症の状況によりオンラインのみの開催となる場合があります。

⑯ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会を開催します

問 企業誘致・移住推進課（内線592） メール akiya@city.kasama.lg.jp

実用英語技能検定料の一部を助成します。なお、新型コロナウイルス感染症の状況により実施

を見送ることがありますが、お申し込み後の返金はできません。

市内小・中・義務教育学校に在籍する児童生徒は、必ず在籍校へお申し込みください。

検定日時 10 月 2 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～

検定場所 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・義務教育学校に通学する小学 5年生～中学 3年生

検定料 5 級：2,500 円 4 級：2,900 円 3級：4,700 円 準 2級：5,700 円 2級：6,100 円

申込方法 申請書は窓口に備え付けてありますので、検定料を添えてお申し込みください。

申込期限 8 月 26 日（金）午後 5時

⑮ 第 2回実用英語技能検定の受検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年生は 5級以上 1,200 円 ※検定料から自己負担額を差し引いた額を

中学 1年生は 4級以上 1,500 円 同一年度 1回のみ助成。

中学 2・3年生は 3級以上 2,000 円
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生ごみ処理容器(電動式処理機・コンポスト)の

購入費補助制度があります。



公共職業安定所(ハローワーク)、厚生労働省茨城労働局および茨城県で、障害者就職面接会を

開催します。

申込方法 事前予約制のため、ハローワーク笠間までお問い合わせください。

申込期限 9 月 8 日（木）

⑳ 障害者就職面接会を開催します
問 水戸公共職業安定所笠間出張所：ハローワーク笠間 ℡ 0296-72-0252

会場 日時 場所

県央 9月 22 日(木) 午後 1時～3時 30 分

受付：午後 0時 30 分～

ホテルレイクビュー水戸(水戸市宮町 1-6-1)

県南 9月 29 日(木) ホテルグランド東雲(つくば市小野崎 488-1)
しののめ

仕事と家庭の両立を目指し仕事を探している方向けのセミナーを開催します。役立つ情報が満

載ですので、お仕事探しの第一歩を一緒に踏み出してみませんか。

日時 9 月 8日（木）午前 10時～11 時 30 分

場所 友部公民館 2階小会議室(笠間市中央 3-3-6）

内容 働くための心構えや子どもの預け先について、市からの保育に関する内容説明など

対象 ハローワークをご利用の方(登録がない方はご連絡ください）

定員 20 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。

申込期限 9 月 7 日（水）

※託児あり(無料)：0歳～未就学児5名まで。ご希望の方は9月2日(金)までにお申し込みください。

⑲ マザーズコーナー｢就職応援セミナー｣を開催します
申・問 水戸公共職業安定所笠間出張所：ハローワーク笠間 (笠間市石井 2026-1）

℡ 0296-72-0252
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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。

受験案内は市役所学務課の窓口で配布しています。

⑱ 中学校・高等学校卒業程度認定試験受験案内を配布しています
問 学務課(内線 379）

認定試験 受験資格 付与される資格 配布期限

中学校

卒業程度

病気などやむを得ない事由によって

保護者が義務教育諸学校に就学させ

る義務を猶予または免除された子等

高等学校の入学資格

※高校に入学する場合には、高校

入試を受験する必要があります。

9月2日（金）

高等学校

卒業程度

令和 5年 3月 31 日までに満 16 歳

以上になる方または現在高等学校

に在籍されている方

大学、短大、専門学校の受験資格

※最終学歴が高等学校卒業とな

るわけではありません。

9月13日（火）



市では、水道法により定められた 51 項目の水質検査を定期的に行い、安心してお使いいただ

ける水道水をご家庭に供給しています。まだ水道をお使いでない方は、安全で安心な水道に加入

しましょう。

また、井戸水を飲用として使用している場合は、自らの責任で適切な衛生管理を行うことが大

切です。井戸水は周囲の環境に左右されやすく、飲用に不適合となることがあります。

そのため、定期的に水質検査を受けましょう(1 年に 1回)。市では、検査機関が行う飲用井戸

水の水質検査を受け付けています。

水質検査については市ホームページ(右上の二次元コード)でご確認ください。

㉓ ご利用の水は安全ですか
問 水道に関すること：水道課(内線71200)

水質検査に関すること：環境政策課(内線125)

申込方法 研修申込サイト(右上の二次元コード)からお申し込みください。

㉑ 看護の資格をもう一度活かしてみませんか
問 茨城県看護協会・茨城県ナースセンター ℡ 029-221-7021

地
域

看護職再就業支援研修 潜在看護職研修

講義 シミュレーション 医療安全、感染管理

県
央
期日 10月 18日(火)～21日(金) 10 月 22 日(土) 10 月 21 日(金)

場所 茨城県看護研修センター(水戸市緑町 3-5-35)

県
南

期日 8月30日(火)～9月2日(金) 9 月 10 日(土) 9 月 2日(金)

場所
茨城県厚生連研修センター

(土浦市真鍋新町 11-7）

医療･福祉研修センター

(稲敷郡阿見町中央3-20-1）
茨城県厚生連研修センター

県
西
期日 10月 4日(火)～7日(金) 10 月 8日(土) 10 月 7 日(金)

場所 県西生涯学習センター(筑西市野殿 1371）

対象
離職後ブランクのある未就業看護職員

復職後就業1年未満で看護技術に不安のある看護職員

新型コロナウイルス感染症

業務に従事した看護職

新型コロナウイルス感染症

業務に従事を希望する看護職

定員 各地域 30名程度(先着順)

参加費 医薬材料費：3,000 円＋賠償保険代：1,550 円 無料
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街灯管理団体等または個人で所有・管理していて、老朽化などにより維持管理が困難になっ

ている街路灯の撤去、処分にかかる費用の補助を行います。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を確認または商工課までお問い合わせください。

※この補助金は今年度で終了となりますので、撤去を検討されている方はご注意ください。

補助率 補助対象経費の 1/2（補助上限額：1基あたり 5万円）

㉒ 街路灯撤去事業の補助が今年度で終了します

申・問 商工課(内線 510)



ひとり親家庭等日常生活支援事業の子育て支援をサポートする家庭生活支援員を養成する講

習会を開催します。

日時 10 月 1日～11 月 19 日の隔週土曜日(4日間) ※ほかに 3時間の実習あり

午前 9時 30 分～午後 4時 30 分

場所 茨城県母子寡婦福祉連合会(水戸市八幡町 11-52）

対象 ひとり親家庭の母・父、寡婦の方

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

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(http://www.ib
aboren.or.jp)からダウンロードできます。

申込期限 9 月 9日（金）

その他 託児所を利用できます(2 歳児以上)。利用には事前に登録が必要です。

※交通費を一部支給します(条件付き)。

㉕ 家庭生活支援員養成講習会
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

ビニールやトタン、樹木等が電線に引っかかると長時間の停電の原因となる場合

があります。台風接近前の対策にご協力ください。切れた電線や電柱･電線に引っかかっているビ

ニールや樹木を見つけたら、絶対に触れずにすぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。

対策例 ・トタンやアンテナはしっかり固定する。・ビニールの飛散防止をする。

・傾斜等で倒れそうな樹木は伐採する。

㉔ 台風接近前の対策にご協力ください
問 東京電力パワーグリッド ℡ 0120-995-007 ℡ 03-6375-9803(有料）

｢スマホを使ってみたいけど不安がある｣｢スマホにしたけれど使い方がわからない｣という方、

実機を使った体験をしてみませんか。体験だけでなく、よくあるスマホのトラブルなどについて

も説明します。スマホがない方でも実機を使った体験ができます。

日時 9 月 7日（水）午後 2時～3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）

講師 ソフトバンク株式会社 スマホアドバイザー 石橋さん
いしばし

対象 市内在住・在勤の方

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。

申込期限 9 月 2 日（金）

㉖ スマホの使い方教室
申・問 笠間市消費生活センター (笠間市友部駅前 1-10) ℡ 0296-77-1313
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小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



〇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指

す教室です。

〇健康座談会(メディカルカフェ）

お口の健康について一緒に考えてみませんか。

〇もの忘れ相談会

最近物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経験

豊富な専門職が対応します。ご家族からの相談にも応じますので、お気軽にお申し込みください。

〇シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

高齢者の健康維持と介護予防を目的としたシルバーリハビリ体操 3級指導士養成講習会を開催し

ます。資格を取得して、一緒に活動しませんか。

対象 下記の全てを満たす方

・市内在住で、常勤の職をもっていないおおむね 50 歳以上の方

・全日程を受講できる方 ・講習会終了後に、体操普及のボランティア活動ができる方

定員 15 名(先着順) ※最低開催人数は 4名となります。

参加費 無料(昼食代は各自負担)

申込期限 10 月 4 日(火）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

㉗ 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 9 月 7日～11月 16 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）

申込期限 8 月 24 日（水）

日時 9 月 8日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1)

内容
講話：「いつまでもおいしく食べるために～お口のきたえ方～」、相談等

講師：笠間市立病院 言語聴覚士 他

対象 市内在住の方

定員 10 名(先着順）※定員になりしだい締め切ります。

日時 9 月 7日（水）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)

相談員 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
た や ま か よ こ

対象 市内在住の方

定員 3 名(先着順）

申込期限 9 月 5日（月）

日時 場所

10 月 18 日（火）
午前 9時 30 分

～午後 3時 45 分

茨城県立健康プラザ(水戸市笠原町 993-2)

10 月 21 日（金）･28 日（金）

11月 4日（金）･11 日（金）

地域交流センターともべ

(笠間市友部駅前 1-10）

令和4年8月 4日 第 4 ｰ 9号
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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。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉘ 高血圧予防教室    

申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145  
 高血圧を放置すると心疾患や脳血管疾患などの発症につながります。この機会に自分の健康状

態を振り返り、普段の生活を見直して、高血圧予防に取り組みましょう 

日時 9 月 7日（水）午後 1時 30 分～3時 

場所 保健センター 

講師 笠間市立病院 医師 橘
たちばな

 茉莉花
ま り か

さん 

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選) 

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 26 日（金） 

 
 ㉙ ママ・リフレッシュ 

申・問 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) ℡ 0296-77-8340 
 

 子育てを頑張っている皆さん、リフレッシュしませんか。託児付きですので安心してご利用くだ

さい。 

制作編：petapeta-art(手形･足形) お子さんの手形・足形をとってアートを作ります。 
日時 9 月 14 日（水）午前 10時 30 分～11時 30 分 
場所 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) 
講師 白澤

しらさわ

 貴子
た か こ

さん 
参加費 500 円 ※申し込み時にご持参ください。 
 

体力編：骨盤矯正 癖やゆがみを整え、自分でできるマッサージを学びましょう。 

日時 
場所 

9月13日（火） 
午前10時30分 
～11時30分 

笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) 
9月20日（火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま3階）

9月30日(金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 
講師 癒しの空間 Refrea 菊池

き く ち

 聡子
さ と こ

さん 
参加費 無料 ※妊婦さんは参加できません。 
対象 市内在住の生後 6か月から 2 歳までの未就園児とその母親 

定員 各回 8名(先着順) 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。電話での受付は行いません。 
申込期間 9 月 1日（木）～10日（土） 

 ㉚ 介護補助スタッフ講習会   
申・問 (公社)笠間市シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373  

 介護補助の基本と技能を学び就業に役立てる講習会です。 

日時 9 月 14 日（水）～16 日（金）全 3日間 午前 10時～午後 4時 

場所 水戸市内原市民センター(水戸市内原町 1395-6） 

対象 満 60歳以上でシルバー人材センターで就業できる方 

定員 10 名(先着順) 

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 26 日（金） 
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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。 
  



講座を受講した方は、会社を設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減や創業関連保証の保証

枠拡充などの優遇措置が受けられる対象となります。創業を考えている方は、ぜひご参加ください。

日時 9月 4日（日）～10月9日（日）のうち5回

午後1時30分～4時30分 受付：午後1時～ ※9月 25 日は午後 1時 30 分～5時

場所 笠間市商工会本所 3階会議室(笠間市笠間 1464-3）

講師 中小企業診断士 阿内 利之さん 他 2名
あ う ち としゆき

対象 創業を考えている方、創業・経営に興味のある方、創業後 5年未満の方

定員 20 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 郵送または FAX でお申し込みください。申込書は、市内の公共施設に用意していま

す。また、市ホームページから｢創業塾｣で検索し、ダウンロードしてください。

申込期限 8 月 31 日（水）

㉛ 笠間市創業塾 2022 の参加者を募集します
申・問 笠間市商工会 〒309-1611 笠間市笠間 1464-3

℡ 0296-72-0844 FAX 0296-72-5495

いばらき県央地域(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)に拠点を置くプロスポーツチーム等の選手・スタッフと一緒に楽しめ

る体験教室型スポーツフェスティバルです。体験教室は事前申込制です。申込不要で楽しめる

コーナーもありますのでぜひお越しください。

日時 9 月 3日（土）午前の部：午前 10 時 30 分～正午 受付:午前 9時 30 分

午後の部：午後 1時 30 分～3時 受付:午後 1時

場所 ひたちなか市総合運動公園(ひたちなか市新光町 49)

対象 県央地域在住または在学、在勤の方

参加費 無料

申込方法 事前に右上の二次元コードからお申し込みください。

申込期間 8 月 8 日（月）～19日（金）

㉜ いばらき県央地域スポーツフェスティバル
申・問 生涯学習課(内線 393)

体験教室 対象 定員

バスケットボール 各部
小学 2～4年生 20名

小学 5～6年生 20名

バレーボール
午前の部 小学生 40名

午後の部 中学生 40名

チアダンス
午前の部 5歳～小学 2年生 20名

午後の部 小学 3～6年生 20名

陸上競技(中・長距離走) 各部 小学 5年生～中学生 50名

サッカー(3on3)
午前の部 小学 1～3年生 30名

午後の部 小学 4～6年生 30名

フットサル 各部
小学 1～3年生 20名

小学 4～6年生 20名

令和4年8月 4日 第 4 ｰ 9号
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便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉝ 第  75 回   自然観察会 
申・問 環境政策課(内線 125） 

 
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 9 月 10 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 福ちゃんの森公園(笠間市福田 2990-1) 

講師 茨城県環境アドバイザー 安見
あ み

 珠子
た ま こ

さん、吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

対象 自然観察に興味のある方 

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。 

申込期限 8 月 29 日（月） 

※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。 

※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。 
 
 ㉞ 第 2回 いばらき米の極み頂上コンテスト 

申・問 茨城県農林水産部産地振興課 ℡ 029-301-3921  
    〒310-8555 水戸市笠原町 978-6  

 茨城県で生産されるおいしさを極めた米を選び出すとともに、その米を首都圏へ売り込むこと

により、茨城県産米のおいしさを広く PR し、認知度を高めるために開催します。 

応募資格 ・おいしい米づくりに取り組む茨城県内の生産者または法人 

     ・首都圏における販売 PRおよび販路開拓に意欲的であり、ローズドール賞(最優秀 

      賞)を受賞した際は、営業活動の状況に応じて精米や出荷等に対応できること 

出品要件 ・茨城県内で生産された令和 4年産水稲うるち玄米(産地品種銘柄) 

     ・農産物検査受検済みであること ・出品は 1経営体(個人、法人)につき 1点 

     ・販売 PRに使用するため、出品した生産物と同一ロットの生産物 5俵を低温貯蔵で

      き、精米袋商品(1kg)を提供できること 

申込方法 詳細は｢茨城県産地振興課ホームページ(右上の二次元コード)｣をご覧ください。 

申込期間 9 月 15 日（木）～10月 14 日（金）必着 

 

 
 ㉟ 夏休み企画「GEO JAPAN｣上映会 

申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357 FAX 0299-45-1122  
 岩石が語る地殻変動の歴史、日本列島の成り立ちを映像でわかりやすく学びます。 

日時 8 月 27 日（土）午前 9時 30 分～11 時、午後 1時 30 分～3時 

場所 地域交流センターいわま「あたご」多目的ホール(笠間市下郷 4438-7) 

講師 筑波山地域ジオパーク認定ジオガイド・かさまジオクラブ 堤
つつみ

 徳郎
の り お

さん 

対象 満 5 歳以上 

定員 各回 30名(先着順） 

入場料 無料 

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。 
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デマンドタクシーかさま 予約センター    ℡ 0296-70-9000  
ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊱ わかりやすい地震のはなし 
申・問 ちょっと待った再稼働笠間市民の会 鈴木 ℡ 090-4062-2209  
    メール snorinao49@theia.ocn.ne.jp 

 
～最新の情報をまじえて～ 茨城県の地震・津波・わたしたちにできる備えは 

日時 8 月 27 日（土）午後 2時～4時 開場：午後 1時 30 分 

場所  友部図書館 2 階 視聴覚室(笠間市平町 2084) 

講師 茨城大学 准教授 山田
や ま だ

 卓司
た く じ

さん 

定員 80 名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。 

※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。 

 ㊳ 第一火曜日の会｢地震災害から自分や家族を守る｣ 
申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター(笠間市美原3-2-11) ℡ 0296-78-2626 

 
 地震や台風、津波など自然災害が多い日本で、災害から身を守るために備えることがとても大切

です。そのことを改めて気づかせてくれる、｢防災の日｣(9 月 1 日)にちなんだ講話を開催します。 

日時 9 月 6日（火）午前 9時 30 分～11時 

場所 地域福祉センターともべ A館(笠間市美原 3-2-11） 

講師 笠間市防災士 志村
し む ら

 謙一
けんいち

さん 

定員 約 20 名(応募多数の場合は抽選) 

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 31 日（水） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により講座を中止する場合があります。 

 

 ㊲ 谷口たかひさ 講演会 IN かさま 
申・問 事務局 塙 ℡ 090-5412-4707 メール happy.life.jah3@gmail.com  

 環境問題を身近に感じ、環境への意識を高めるための講演会を開催します。 

日時 9 月 4日（日）午後 1時 30 分～3時 30 分 受付：午後 1時～ 

場所 地域交流センターともべ      マルチホール（笠間市友部駅前 1-10） 

講師 環境活動家 谷口
たにぐち

 たかひささん 

定員 90 名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 メールでお申し込みください。お名前(代表者)･参加人数･電話番号をお知らせください。 

申込期間 8 月 5日（金）～9月 2日（金） 
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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） 
 



  

 

 

 

 

 

 ㊵ 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 

 
〇山

やま

蔦
つた

 シュン･首里
しゅり

 奈
な

都
つ

美
み

ライブコンサート 生誕 140 周年の野口雨情の童謡と世界の歌をお届けします。 

日時 8 月 21 日（日）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時 
出演 歌手：山蔦 シュンさん ピアノ:首里 奈都美さん 

定員 35 名(先着順） 
入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円 
 
〇バンドネオンとタンゴの世界 古典タンゴのほか茨城ゆかりの作品も演奏予定です。 
日時 9 月 4日（日）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時 
出演 バンドネオン：啼

てい

鵬
ほう

さん ピアノ：小林
こばやし

 萌里
も え り

 さん 
定員 40 名(先着順） 
入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円 
 
〇こころ音～英国式紅茶の文化と音楽 英国式紅茶文化と音楽によるイベントです。 
日時 9 月 7日（水）開場：午後 1時 45 分 開演：午後 2時 
出演 高

たか

橋
はし

 純子
じゅんこ

さん 丹家
た ん げ

 倫子
と も こ

さん 神立
かんだつ

 響子
きょうこ

さん ぺあるどさん 
定員 20 名(先着順） 
入場料 予約・当日：3,000 円  
〇井筒屋歴史講座「鎌倉殿の 13 人ー宇都宮氏・笠間氏・八田氏・宍戸氏の活躍ー」  
 鎌倉初期の北関東の武士団の活躍を講演します。 
日時 9 月 19 日（月・祝）午前 10時～正午 受付：9時 30 分～ 
講師 笠間市文化財保護審議会 会長 南

みなみ

 秀
ひで

利
とし

さん 
定員 24 名(先着順） 
参加費 300 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。  

 ㊴ 笠間の家  イベント            問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 
 
〇tabi

た び

展 絵本のような不思議な世界観のアクリル画の作品展示です。 

日時 9 月 1日（木）～30 日（金）午前 9時 30 分～午後 5時  ※最終日は午後 4時まで 
出展 Yuukichi

ゆ う き ち

さん 
 

〇HARP MINILIVE 2022 珍しいハープ弾き歌いをアットホームな雰囲気の中でお楽しみください。 

日時 8 月 28 日（日）開場：午後 2時 45 分 開演：午後 3時 
出演 早川

はやかわ

 ちひろさん 
定員 20 名 
入場料 全席自由 予約：1,500 円 当日：1,800 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。予約後のキャンセルは 1週間前までで

お願いします。やむを得ない場合はご相談ください。 
申 笠間の家 ℡ 0296-73-5521、丘の上音楽教室 ℡ 0296-73-0704 

 

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） 
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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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㊶ 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        ℡  0296-71-6637 

 
〇リボン刺しゅうOne Dayレッスン バラの花を刺しゅうしたブローチを作ります。 

日時 8 月 26 日（金）午後 1時 30 分～3時 30 分 
講師 成田

な り た

 幹子
み き こ

さん 
定員 15 名(先着順） 
参加費 2,500 円(材料費込み) ※裁縫道具をご持参ください。 
 

〇トモア夏フェス 

 日時 内容 

ピアノトリオ

モーニング 

コンサート 

8 月 26 日（金）開場:午前 10時 

         開演:午前 10時 30 分 

定員 90 名(先着順） 

入場料 500 円 

ダンス&音楽 

フェス 

in トモア 

8月26日（金）午後 5時 30 分～6時 

8月27日（土）午前10時 30分～午後1時30分 

トモアで活動している団体のス

テージ発表と、友部囃子仲南会

の太鼓の演奏 

トモア de 

縁日 

8 月 26 日（金）午後 5時～6時 30 分 

8 月 27 日（土）午前 10 時～午後 4時 

8 月 28 日（日）午前 9時～午後 6時 

夏祭り気分をお楽しみください。

トモア 

ほのぼの寄席 

8 月 27 日（土）開場:午後 3時 30 分  

         開演:午後 4時 

落語、マジック、昭和歌謡 

入場料 500 円 

駅前シネマ 
8 月 28 日（日） 

午前 10 時、午後 2時、午後 6時 

上映作品｢若おかみは小学生!｣ 

定員 各回 100 名(先着順） 

入場料 500 円(未就学児無料) 
 
〇ファミリーコンサートinトモア 親子のきずなを深め、音楽で感性を育みます。 

日時 9 月 3日（土）午前 10時 30 分～11時 30 分 
出演 丹

たん

家
げ

 りんこさん、鈴木
す ず き

 のりゆきさん 
対象 0 歳～小学 2年生と保護者 
定員 15 組(先着順）※子どもと保護者あわせて 1組 4名まで 
入場料 1,000 円 ※小学 2年生以下は無料 
 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前1-10） 

申込方法 電話または窓口で直接お申し込みください。残席があれば当日でも参加できます。 

 

 「お子さんを預かってほしい方」と「お子さんを預かることができる方」がお互いに信頼関係

を築きながら地域で主体的に行う子育て援助活動です。市内にお住まいで、20歳以上の心身とも

に健康でご協力いただける方を募集します。 

問 子ども福祉課(内線 165) 笠間市ファミリーサポートセンター ℡ 0296-77-9050 

ファミリーサポートセンターにご協力ください 

令和4年 8月 4日  第 4 ｰ 9号 
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農地の貸し借りには、農地中間管理機構をご活用ください。 
市農業公社 ℡ 0296-73-6439 



【回覧】次号は 8 月18 日発行 第4-10 号

〇あたごふれあい寄席 ゲストを迎えての公演です。お誘い合せのうえ、ご参加ください。

〇ハワイアンリトミック教室無料体験 子どもの情操教育と、子育てのリフレッシュができる

プログラムです。

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。当日まで申し込みできます。

㊷ 地域交流センターあたご イベント
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

日時 9 月 4日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

出演 立川 志のぽんさん、立川 うぃんさん
たてかわ し たてかわ

定員 30 名

入場料 1,500 円

ベビークラス キッズクラス

日時
9 月 13 日（火）

午前 10時～ 午前 11時～

対象 首すわり～よちよち歩き しっかり歩き～未就園児

定員 10 組 10 組

講師 喜田 絵美さん
き た え み

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 9 月 4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）

㊸ 婚活相談会 申・問 (特非)新和会 二瓶 ℡ 090-6536-3869
に へ い
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建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設業を営む

中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。

事業主の方々が、労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その

労働者が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金を支払う制度です。

詳しくは、建退共茨城県支部に直接お問い合わせください。

加入できる事業主 建設業を営む方

対象となる労働者 建設業の現場で働く方

掛金 日額 320 円

特長 ・国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。

・経営事項審査で加点評価の対象となります。 ・掛金の一部を国が助成します。

・掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では必要経費として扱われ、税務

上全額非課税となります。

・掛金は、インターネットを利用した電子申請での納付も可能です。

・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算されます。

㊹ 建設業退職金共済制度をご存じですか
問 建退共茨城県支部 ℡ 029-225-0095


