
※イベント等は、新型コロナウイルス感染症の状況により、変更・中止となる場合があります。

情報しっとく日和
知って得する暮らしの情報を紹介します。

気になる情報を見つけたら、アクションをおこしましょう。

日時　　　場所　　　料金　　　問い合わせ　　　申し込み問
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８月の納税等
納期限：８月31日（水）

●市県民税（２期）
●国民健康保険税（２期）
●後期高齢者医療保険料（２期）
●介護保険料（３期）

※納期限を過ぎると延滞金が加算されます。早めの納税を
お願いします。

※納税は、簡単で便利な口座振替を。
※口座振替で納付の方は預金残高の確認を。

子育て 講演 相談 お知らせイベント展覧会募集教育 スポーツ

企画展　
どっちがどっち？いわいとしお×岩井俊雄－100かいだてのいえとメディアアートの世界－

　子どもたちに大人気の絵本作家・いわいとしおと、メディアアートの第一人者・岩井俊雄は同一人物だった！ その全貌
に迫る初の展覧会です。

９月19日（月･祝）まで
休 館 日：月曜日　※ただし９月19日（月･祝）は開館
開館時間：午前９時30分から午後５時まで（入場は午後４時30分まで）
入 館 料：一般1,000（870）円／満70歳以上500（430）円／高大生730（610）円／
　　　　　小中生370（240）円
　　　　　※（　）内は20名以上の団体料金

※夏休み期間を除く土曜日は高校生以下無料　
※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持参の方は無料
※９月15日（木）～19日（月･祝）は満70歳以上の方は無料

WEB予約をおすすめします

　県近代美術館ホームページで「日時指定WEB整理券」（無料）を取得された
方は優先入場。

茨城県近代美術館　TEL.029-243-5111
映像装置としてのピアノ（1995年）

第２日曜日

天狗の郷
バザール
de
いわま

９月11日（日）

　　午前９時～午後３時

問 地域交流センターいわま「あたご」 

根本（TEL.090-3009-7883）

友部駅前フリーマーケット
第４日曜日

９月25日（日） 　午前９時～午後１時

問 地域交流センターともべ「トモア」まちの広場

佐藤（TEL.090-3245-0880）



畳表替え
襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）

……4,500円～
……3,200円～
…2,300円　
…2,500円　

◎オーダーカーテンもやってます

（
税
込
）

お盆明けの予約でお盆明けの予約で

８月末まで８月末まで

まだまだ暑い日が
続きますね。

全品10％OFF全品10％OFF
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国民年金に加入中の方、国民年金に加入される方へ

マイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます
対象手続　①国民年金第１号被保険者加入の届出
　　　　　 （退職後の厚生年金からの変更等）
　　　　　②国民年金保険料 免除・納付猶予の申請
　　　　　③国民年金保険料 学生納付特例の申請
〈メリット〉

・24時間365日、申請ができます
・スマートフォンから申請できます
・処理状況も申請結果も確認できます

　マイナポータルとねんきんネットをつなげると、も
っと便利です
〈メリット〉

・日本年金機構からのお知らせをマイナポータルで受
け取れます

・年金記録を確認できます
・将来の年金見込額を試算できます

ねんきんダイヤル　TEL.0570-003-004
　  ※050から始まる電話でおかけになる場合は、
　  　TEL.03-6630-2525

まずはマイナポータルの
「利用者登録」が必要です

※「マイナポータル」とは、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請、行政機関等からのお知らせ受信

などのサービスを提供しています。

「新・岩間消防署」の建設が始まりました
― 安心・安全のまちづくり ―

　消防署は日々発生する火災、救急、救助等の災害時の活
動拠点としての役割を担っています。また、いつ起こるか
わからない地震や自然災害等に迅速に対応するため、24
時間稼働する施設でもあります。
　現岩間消防署は昭和51年に建設され、老朽化が進み、
また、訓練施設の不足、女性職員の就労環境の未整備など
の問題を抱えているため、業務を継続しながら同一敷地に
建て替え工事を行います。
　安全に工事を進めていきますので、ご理解ご協力をお願
いします。
　なお、工事の詳細や状況は、市ホームページでお知らせ
します。

６月下旬～令和６年３月下旬
問 笠間市市野谷1542-18

消防総務課　TEL.0296-73-0119

特設無料人権相談

９月21日（水）　午前10時～午後３時
問 地域福祉センターともべ

水戸地方法務局（TEL.029-227-9919）

行政書士無料相談会

９月21日（水）　午後１時～４時
問 市役所本所

茨城県行政書士会（TEL.029-305-3731）

行政相談

９月28日（水）　午後２時～４時
問 友部公民館

秘書課（内線225）

くらしの相談
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創業97年 トータルリフォーム

ふるさと納税返礼品提供しています

嶋 田 畳 店
嶋　田　和　也

ふすま・障子・クロス・カーテン・網戸・ハウスクリーニング

全国畳産業振興会認定 
畳ドクター

〒309-1724　
茨城県笠間市大古山72 TEL 0296-77-3091

畳制作一級畳技能士
職 業 訓 練 指 導 員
品 質 管 理 責 任 者

・充実の就職指導！

・公立で授業料が安い！

・少数精鋭の授業！

（金属加工科は無料）

２０２３入学生募集

茨城県立筑西産業技術専門学院
TEL：0296-24-1714〒308-0847 筑西市玉戸 1336-54

入試の日程など詳しいことは 学院ＨＰへ

機械システム科 電気工事科 金属加工科

オープンキャンパス開催 【体験型 8/23(火) 見学型 8/28(日)】
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　市では、多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。

敬老事業のお知らせ

【節目年齢の記念品贈呈について】

　敬老事業の対象となる75歳と、伝統的に長寿の祝い（賀
寿）とされてきた全ての節目の年齢の方に、市から記念品
を贈呈します。

【敬老祝賀会事業交付金について】

　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
下記のとおりです。

※節目年齢の対象に、新たに75歳、80歳（傘寿）、90歳（卒寿）
を追加しています。

※75歳から99歳までの節目年齢の方へ贈呈する記念品は、市
から対象者のお住まいへお送りします。ただし、地区実行委
員会からの贈呈を希望する地区には、地区実行委員会から対
象者へお渡しします。

★100歳・最高齢者には、市が直接贈呈します。

※申請には敬老祝賀会の開催が必要です。記念品配布のみでは、
対象となりません。

※出席割で積算する出席高齢者数は、敬老祝賀会当日の出席者
数となります。

対象年齢 令和４年度贈呈

075歳   【追加】

記念品

077歳（喜寿）

080歳（傘寿）【追加】

088歳（米寿）

090歳（卒寿）【追加】

099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

　 令和４年度

助成額

下記の①②の合計額

①開催割：地区対象者数の30%×2,000円

②出席割：出席高齢者数×2,000円

●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）
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この枠に広告を掲載してみませんか？

【問合せ】笠間市役所 秘書課 TEL.0296-77-1101

市民に的を絞った効果的な
周知が期待できます

小サイズ（45㎜× 85㎜）10,470円／月
大サイズ（45㎜×170㎜）20,950円／月

掲載料金 27,000部発行　広報かさま

詳細はこちら▶

※消費税10％の場合の料金です。
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エコフロンティアかさま監視委員会 
■施設モニタリング、排ガスの維持管理
および浸出水の放流について、事業団
より説明を受けた。
■流入水および放流水では、全ての項
目で放流基準値を下回っていた。
■４か所のモニタリング井戸について、
環境基準項目ではヒ素、水道水質基
準項目では総鉄・総マンガン・一般
細菌が基準値を超過した井戸があっ
たが、過去と比較して大きな変動はな
かった。
　【委員より】総鉄・総マンガンの基準
値超過についての質問あり。総鉄・総
マンガンは、水道水に適用される水道
水質基準項目であり、モニタリング井
戸は飲用には供していないため問題は
ない、と事業団からの回答があった。 　資源循環課（内線129）問

■溶融処理施設の排ガスは、全ての項
目で自主管理基準値を下回っていた。
なお、自主管理基準値は法定基準値
よりも大幅に低い値に設定している。

「浸出水とは」
　最終処分場に染み込み、埋め立
てた廃棄物の層を浸透して出てく
る雨水などの総称です。
　浸出水は地下に浸透しないよう
遮水シート等で遮られ、水処理施
設に集められます。集められた水
は「流入水」、処理後の水は「放
流水」と呼ばれ、放流水は市の公
共下水道に放流されています。

実施日：６月30日

　　　

しんしゅつすい

　まもなくお盆。どんなに時代は変わっても、この時期に御先祖様の霊を慰める習慣は大切にされています。普段は
ひとり暮らしの高齢者の家に、子どもや孫、親族の人が集まり、にぎやかな明かりが漏れている風景を、この季節に
はよく見かけます。
　家族や親族が一堂に会するのは貴重な機会です。そのときに、これからのことを話し合ってみてはどうでしょう
か。もし、ひとり暮らしの親が入院や介護が必要になったら、その費用をどうするのか。すぐに使える預金や保険が
どのくらいあって、だれがどう管理するのか。親はずっとひとり暮らしをしたいのか、いずれは施設や別の場所での
生活を望んでいるのか。家が空き家になったら、家や土地はどうするか……。
　こういう話題を口に出すのは、なかなか難しいことです。日本には言

ことだま
霊といって、縁起でもないことを口にする

と、実際にそのようなことが起きるという考えがあります。しかし考えてみれば、家族や一人ひとりのこれからのこ
とを考えるきっかけとなるわけですから、縁起でもないことではありません。家族みんなが安心できるようになるた
めに、御先祖様の前で話し合うのは、親族が集まるお盆だからこそ、できることのように思います。
　今年のお盆の過ごし方の一つとして、考えてみてはいかがでしょうか。

お盆会

人生100年時代の

「今のうち」の話

●問　地域包括支援センター　TEL.0296-78-5871


