
※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住民税均等割のみ課税世帯に対する

臨時給付金の手続きはお早めに

④放課後児童クラブ冬休み一時入所を

受け付けます

⑤かんしょの生産拡大を支援します

⑥国民健康保険税の｢所得申告参考資料｣の

送付および｢納付見込額票｣の発行について

⑦いばらき女性活躍・働き方応援ポータル

サイトを公開しました

⑧水道工事に伴う交通規制を行います

⑨第17回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の

開催に伴い交通規制を行います

⑩健康診査・各種がん検診の予約を

受け付けています

⑪法律と登記等に関する無料相談会を

開催します

⑫放課後児童クラブ運営事業者を公募します

⑬戦没者遺骨の DNA 鑑定を実施しています

⑭11・12 月の期間・運動のお知らせ

⑮犯罪被害者相談窓口をご存じですか

⑯陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します

■教養・文化・交流 他

⑰難聴相談会

⑱オストミー講習会

⑲ペアレントトレーニング

⑳もの忘れ相談会

㉑ママ・リフレッシュ

㉒スマホの使い方教室

㉓かさま志民オンライン講座
し みん

㉔｢まゆ玉人形づくり」第一火曜日の会

㉕バーチャルボクシング®IN 笠間市民体育館

㉖笠間の家 クリスマス展

㉗ハープ・クリスマスコンサート

㉘かさま歴史交流館 井筒屋イベント

㉙地域交流センターともべ イベント

㉚道の駅かさま イベント

㉛義士パレードと講演会

㉜ふれあいサロンかさま～る イベント
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新型コロナウイルス感染症の感染症患者数は減少傾向にありましたが下げ止まりの状態となっ

ており、感染が続いています。また、この先、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染

症の同時流行も懸念されていますので、市民の皆さんには、引き続き必要な場面でのマスクの着

用、手洗い、手指消毒、3密(密接･密集･密閉)の回避、換気など、基本的な感染症対策の徹底と

継続をお願いします。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(11月 7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

【回覧】お早めに回してください全 14ページ(A3…3 枚、A4…1 枚)



初回接種(1・2 回目接種)が済んだ 12歳以上の方を対象に、オミクロン株に対応したワクチン

を使用して追加接種を行っています。

7月から 9月に、市の集団接種で 4回目接種を従来型ワクチンで受けた方には、日時を指定し

て 5回目の接種券を送付しています。集団接種で日時指定がされている方以外は、市の集団接種

または市内協力医療機関への予約が必要です。

市内協力医療機関の情報等は市ホームページでご確認ください。

市の集団接種の日程、予約方法は以下のとおりです。

3回目、4回目、5回目の接種の予約を受付中です。現時点ではオミクロン株対応のワクチンを

接種できるのは 1人 1回となります。

例：4回目の接種をオミクロン株対応ワクチンで受けた方は、5回目の接種は受けられません。

※ワクチンは従来株とオミクロン株 BA.1 に対応した 2価ワクチンです。

※ワクチンの供給量等により内容に変更が生じる場合があります。

予約方法 Web 予約(24 時間対応)または

笠間市予約・相談センター(午前 8時 30 分～午後 5時 15 分、

土日祝日も受付可) ℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約をしてください。

日時 12 月 25 日（日）までの毎日 午前 10 時～午後 8時

対象者 初回接種(1・2 回目接種)が完了し、最終の接種完了から 3か月以上が経過している

12歳以上で、一度もオミクロン株対応ワクチンを接種していない方

場所 県庁 福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6）

ワクチン ファイザー社オミクロン株 BA.4/5 対応 2価ワクチン

予約方法 接種券が届いたら、Web 予約(24 時間対応)または

笠間市予約・相談センター(午前 8時 30 分～午後 5時 15 分、

土日祝日も受付可) ℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約をしてください。

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 11 月 7 日現在の情報です。国のワクチンの接種方針

の変更やワクチンの供給量等により変更となる場合がありますので、最新情報は市ホームペ

ージをご確認ください。

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）

オミクロン株に対応したワクチンの集団接種について

集団接種の日程 会場 ワクチン

11 月 29 日(火）・30日(水）、12月 1日(木) 笠間市民体育館(笠間市石井2068-1)

ファイザー社

(12 歳以上)

11 月 23 日(水・祝）・26 日(土）

保健センター(笠間市南友部1966-1)12 月 4 日(日）・10 日(土）・17 日(土）・

24日(土）・25日(日)

県が大規模接種会場で追加接種を行っています

Web 予約

Web 予約
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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）



市の独自施策として、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり 5万円の臨時給付金

を支給しています。確認書の返送または申請手続きをされていない方は、受付の期限があります

のでお早めにご対応ください。

対象世帯 令和 4年 6月 1日時点で笠間市に住民登録があり、令和 4年度住民税が次のいずれ

かに該当する世帯

・均等割のみ課税された人だけで構成された世帯

・均等割のみ課税された人と非課税の人だけで構成された世帯

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給している世帯および住民税が課税されて

いる方の住民税扶養親族のみの世帯は対象外です。

均等割のみ課税の目安

給付額 1 世帯当たり 5万円を 1回支給

申請方法 ■確認書による受給

対象世帯に対し、市から確認書等を送付しています。内容をご確認いただき、必要

事項を記入のうえ、同封の封筒で返送してください。

■申請書による受給

令和 3年12月11日以降、住民登録上の世帯員の中に転入した方がいる場合は、確認

書が送付されません。

給付の対象世帯であるにも関わらず、確認書が届かない場合はお問い合わせください。

受付期限 11 月 30 日（水）※当日消印有効
その他 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和 4年 6月 1日以

前に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きにより、給付金を受け取

れる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

③ 住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時給付金の手続きはお早めに
問 社会福祉課(内線 263)

扶養している配偶者・親族の人数 給与収入額 所得額

0人 1,000,000 円 450,000 円

1 人 1,700,000 円 1,120,000 円

2 人 2,210,000 円 1,470,000 円

3 人 2,710,000 円 1,820,000 円

各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、12 月 26 日（月）から令和 5年 1月

7日（土）の冬休み期間中、家庭で保育できない児童をお預かりします。

※日曜・祝日および年末年始期間(12 月 29 日（木）～令和 5年 1月 3日（火）)は除く。

※みなみ学園・友部小・大原小・宍戸小は定員超過により受け入れできませんので、他の児童

クラブをご利用ください。

入所基準 共働き、疾病・障害等、家族の看護・介護、出産、その他特別の理由

申込方法 申込書に保育できない証明書等(保護者数分)を添付して窓口で直接お申し込みくださ

い。必要書類は子ども福祉課、各支所福祉課に用意してあります。また、市ホームペ

ージからもダウンロードできます(トップページ⇒｢放課後児童クラブ｣で検索）。

※FAX や郵送では申し込みできません。

※定員の空き状況および申し込み状況により選考を行い、結果を通知します。

申込期限 12 月 2 日（金）

※学校の冬休み期間が変更になった場合は、変更になった期間のみのお預かりとなります。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況によっては、受け入れができない場合があります。

④ 放課後児童クラブ冬休み一時入所を受け付けます
問 子ども福祉課(内線 164）

申 子ども福祉課 各支所福祉課
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「問」は問い合わせ先、「申」は申し込み先の略です。

令和4年 11月 10日 第4-15号



県では国内、海外を問わず需要が拡大しているかんしょ(さつまいも)の生産拡大を進めるた

め、新たに作付けする農地を確保する方に支援をしています。

【荒廃農地等の再生費用補助】

補助対象 令和 4年度に荒廃農地等を再生し、令和 5年度にかんしょを作付けする農家

採択要件 再生した農地で 5作(5 年)以上かんしょを作付けすることなど

補助内容 再生に係る費用の 1/2(上限 100,000 円/10a)

※樹木の抜根を伴う場合、その費用の 1/2 を上乗せ(上限 150,000 円/10a)

計画書提出 令和 5年 1月 31 日まで(令和 5年 3月 31 日までに再生作業が完了すること）

【農地貸付協力金】

交付対象 かんしょ農家に 20a 以上(複数農地の合算も可)の農地を貸し出す農家および農地の

相続人

交付要件 前年度かんしょ作付けがされていない農地で農地中間管理事業を通じて貸借される

農地(荒廃農地を除く)であること など

交付額 定額 15,000 円/10a

⑤ かんしょの生産拡大を支援します
問 県央農林事務所 企画調整課 ℡ 029-221-3012 市 農政課(内線 526)

令和 4年中に納付書および口座振替で納付された国民健康保険税の納付額は、年末調整や確定

申告の際に、社会保険料控除の対象となります。

当該年中の国民健康保険税の納付額については、｢所得申告参考資料｣を令和5年1月下旬に送付す

る予定ですが、年末調整等で早めに必要な方は｢納付見込額票｣を発行しますので申請してください。

申請方法 窓口で直接または、いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)で申請

してください。※電話での納付額の回答はできません。

持ち物 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)

注意事項

・納税義務者(世帯主)または同一世帯の方には窓口で発行します。それ以外の方は委任状が必

要です。

・納付見込額票は、加入者個人ごとに分けることはできません。

※実際に国民健康保険税を納付された方が社会保険料控除として申告することができます。

・特別徴収(年金からの天引き)により納付された国民健康保険税の納付額は、公的年金の源泉徴

収票に記載されていますのでご確認のうえ、申告してください。この場合、年金受給者本人の

み社会保険料控除を受けることができます。

⑥ 国民健康保険税の｢所得申告参考資料｣の送付および｢納付見込額票｣

の発行について
問 保険年金課(内線 140) 住民税の申告について：税務課(内線 113）

所得税の確定申告について：水戸税務署 ℡ 029-231-4211

申 保険年金課 各支所市民窓口課
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県では、女性の活躍や働き方改革に関する情報を発信するポータルサイトを開設しま

した。優良企業の取組事例や女性ロールモデルのインタビュー、各種支援策等を掲載し

ています。右の二次元コード、または｢茨城県 働き方ポータルサイト｣で検索してください。

⑦ いばらき女性活躍・働き方応援ポータルサイトを公開しました
問 県労働政策課 ℡ 029-301-3635

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



水道工事に伴う交通規制を行います。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および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 11 月中旬～令和 5年 2月下旬(予定)

規制区間 笠間市旭町地内

規制内容 車道：片側通行止

歩道：通行止

午前 8時 30 分～午後 5時

施工業者 ①(株)フカツー

②川根設備工業(株)

③(有)山口設備

※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

⑧ 水道工事に伴う交通規制を行います 問 水道課(内線 71210)

第 17回かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に伴い、車両交通規制(全面通行止め)を行

います。近隣にお住まいの方および通行される方には、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力

をお願いします。

近隣の皆さんは、ぜひコース沿道でランナーへの温かい拍手による応援をお願いします。

規制日時 12 月 18 日（日）午前 9時 20 分～午後 1時（雨天決行）

※区間により規制時間が異なります(交通規制は最終ランナー通過後随時解除します）。

⑨ 第 17回 かさま陶芸の里ハーフマラソン大会の開催に伴い

交通規制を行います 問 (一社)笠間スポーツコミッション ℡ 080-6464-1424
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「犬のフン｣は飼い主が持ち帰りましょう。

令和4年11月 10日 第 4-15号



健康診査・各種がん検診は予約制です。受診を希望する場合は事前の申し込みが必要です。

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。

〇集団健診(検診) 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、大腸がん、前立腺がん

申込方法 12 月の健診は窓口で直接または電話でお申し込みください。

1月以降は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。

〇子宮頸がん・乳がん検診 乳がん検診は超音波・マンモグラフィ

※骨粗しょう症検診は 1月 13 日（金）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。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。

※｢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です。

パソコンでは https://kenko-link.org/、スマホでは右の二次元コードから登録できます。
※健診の結果は約 1か月後に郵送します。健診結果の再発行には手数料と送料がかかります。

⑩ 健康診査・各種がん検診の予約を受け付けています
問・申 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

12 月 1 日（木）

午前 9時 30 分～11時

午後 1時 30 分～ 3時

笠間公民館

12月 9 日（金）・12日（月) 保健センター

12月 15 日（木) 地域福祉センターいわま

令和 5年 1月 16 日（月) 保健センター

12月 2 日（金） 午後 3時 30 分～7時 笠間公民館

健診日(令和5年) 受付時間 場所

1 月 13 日（金) 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

地域福祉センターいわま

1月 28 日（土) 保健センター

2月 8日（水) 笠間公民館

相談時間 午前 10 時～午後 3時(正午～午後1時を除く)

場所 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内：笠間市友部駅前 1-10）

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。

・お受けできるのは相談のみで、案件を依頼することはできません。

・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

⑪ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します
問・申 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

相談日 内容

12 月 17 日（土）

令和 5年 1月 12 日（木）
無料法律相談 元大学教授(法学部)：山口 康夫さん

やまぐち や す お

12 月 20 日（火）
登記等に関する相談

司法書士：奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

令和 5年 1月 13 日（金） 司法書士：西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ
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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。



令和 5年度笠間市放課後児童クラブ運営事業者(受託希望法人等)を公募します。

選考日 12 月 16 日（金）※時間等詳細は、別途通知します。

委託期間 令和 5年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日(3 年間）

※本事業における消費税および地方消費税については、消費税法(昭和 63年法律第108号)第 6条

および別表第 1第 7号により、非課税として取り扱います。

応募資格 ・当該業務における笠間市の入札参加資格を有していること。

・笠間市内に事務所もしくは事業所を有する、または既に笠間市内で同事業を実施

している学校法人、社会福祉法人、NPO法人(特定非営利活動法人)であること。

※社会福祉法人およびNPO法人は、子どもの健全育成を図る活動をする団体に限る

・「笠間市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例｣を遵

守する団体であること。

応募方法 申請書一式を直接持参、または郵送し、あわせてデータを提出してください。申請書

は市ホームページからダウンロード、または窓口で配布します。

※FAX では受け付けできません。

応募期限 11 月 25 日（金）午後 5時必着

⑫ 放課後児童クラブ運営事業者を公募します
問・申 子ども福祉課(内線 164) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

委託場所 委託限度額/3年間 委託限度額/1年間

友部小児童クラブ 116,700,000 円 38,900,000 円

岩間第一小児童クラブ 62,610,000 円 20,870,000 円

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり情報からご遺族が推定できる

場合には、ご遺族からの申請に基づいて DNA 鑑定を行い、親族関係が判明した場合はご遺骨を

返還しています。

今般、遺留品などの手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のため、厚生労働省が検体を

保管している下記の地域(DNA 鑑定に必要な検体が採取できたご遺骨がある地域)の戦没者のご遺

骨について、ご遺族からの申請を募り、申請された死亡場所等の情報に基づき、厚生労働省保

管資料等との照合調査を行い、DNA 鑑定を実施しています。

DNA 鑑定を希望される方は、申請書をご請求いただくか、厚生労働省ホームページから申請書

をダウンロードしてください。

本 DNA 鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう厚生労働省と

しても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや技術的

な制約もあり、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等がありましたら、お問い合わせください。

※戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定対象地域(令和 4年 3月時点）

硫黄島、インド、インドネシア、沖縄、樺太、旧ソ連、モンゴル、タイ、東部ニューギニア、

ノモンハン、ビスマーク諸島、ソロモン諸島、フィリピン、ミャンマー、ウエーク島、ギルバー

ト諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島

⑬ 戦没者遺骨の DNA 鑑定を実施しています
問 厚生労働省 社会・援護局事業課 戦没者遺骨鑑定推進室 ℡ 03-3595-2219
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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。

令和4年11月 10日 第 4 -15号



児童虐待相談件数は依然として増加傾向にあり、子どもの生命が奪われる重大な事件も後を絶

ちません。厚生労働省では毎年11月を｢児童虐待防止推進月間｣と定めています。

児童福祉法に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、すべての国民に通告

する義務が定められています。

通告先 茨城県中央児童相談所：℡ 189(いちはやく) ※24 時間受付・通話料無料

笠間市子ども家庭総合支援拠点:℡ 0296-77-1101(内線 166)

令和 4年度虐待防止推進月間の標語 ｢もしかして？ためらわないで！189(いちはやく)｣

一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です

｢労働保険｣とは、｢労働者災害補償保険(労災保険)｣と｢雇用保険｣により構成される制度で、

労働者の福祉の向上を目的とした強制保険です。労働者(パート・アルバイト含む)を一人でも

雇用していれば、原則として業種・規模を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立手

続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

厚生労働省は｢未手続事業一掃対策｣を、年間を通じた主要課題としていて、11月を｢労働保険

未手続事業一掃強化期間｣とし、集中的な活動を展開します。

労働保険制度の円滑な運営にご協力をお願いします。

いばらき女性活躍・働き方応援協議会(経済団体、労働者団体、行政機関等で構成)では、官民

が連携して、長時間労働の抑制やテレワーク･時差出勤などの促進により、多様で柔軟な働き方が

可能な労働環境の整備や、効率的な業務改善に向けた働き方改革の推進に取り組んでいます。

11月の｢いばらき働き方改革推進月間｣を機会に、既に働き方改革に取り組んでいる企業・団体

の皆さんも、これから取り組んでみようと考えている企業・団体の皆さんも、できることから働

き方の見直しを進めてみましょう。詳細は右上の二次元コードからご確認ください。

年末は、日没時間が年間を通じて最も早く、夕暮れ時から夜間にかけての交通事故の多発が

懸念されます。交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けましょう。

実施期間 12 月 1 日（木）～15 日（木）までの 15 日間

スローガン 大丈夫 そんな油断が 命とり

運動の重点 (1)子供と高齢者の交通事故防止(特に横断歩行者の保護)

(2)夕暮れ時と夜間の交通事故防止 (3)飲酒運転の根絶

⑭ 11･12 月の期間・運動のお知らせ

11月は｢児童虐待防止推進月間｣です 問 子ども福祉課(内線166)

11月は ｢労働保険未手続事業一掃強化期間｣です
問 茨城労働局 ℡029-224-6213

11月は ｢いばらき働き方改革推進月間｣です
問 県 労働政策課 ℡ 029-301-3635

年末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)
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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。



1948 年(昭和 23 年)12 月 10 日に国際連合総会で世界人権宣言が採択されたことを記念し、毎

年 12 月 10 日が｢人権デー(Human Rights Day)｣と定められました。

法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権デーを最終日とする 12月 4日から 10日までを｢人

権週間｣として各種の人権啓発活動を行います。

人権週間にあたり、人権は他の人にも自分と同じようにあることの理解を深め、お互いに相

手の立場を尊重し、豊かな人間関係をつくりましょう。

令和 4年度啓発活動強調事項

人権啓発キャッチコピー ～｢誰か｣のこと じゃない。～

(1)女性の人権を守ろう (2)子どもの人権を守ろう (3)高齢者の人権を守ろう

(4)障害を理由とする偏見や差別をなくそう (5)部落差別(同和問題)を解消しよう

(6)アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう (7)外国人の人権を尊重しよう

(8)感染者に関連する偏見や差別をなくそう

(9)ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう

(10)刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう

(11)犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう (12)インターネット上の人権侵害をなくそう

(13)北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

(14)ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

(15)性的指向および性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう

(16)人身取引をなくそう (17)震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう

12 月 4 日から 10 日は人権週間です
問 水戸地方法務局人権擁護課 茨城県人権擁護委員連合会 ℡029-227-9919

誰もが突然、事件や事故に遭う可能性があります。被害に遭われた際はご相談ください。

犯罪被害者週間 11 月 25 日（金）～12月 1 日（木）

⑮ 犯罪被害者相談窓口をご存じですか 問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

相談窓口 ℡ 相談時間など

笠間警察署 0296-73-0110

24 時間受付
警察相談専用電話

#9110 または

029-301-9110

性犯罪被害相談 ｢勇気の電話」
#8103 または

0120-21-8103

茨城県・犯罪被害者相談窓口 029-301-7830 午前 9時～午後 4時
月～金曜日

(祝日・年末年始

を除く）

いばらき被害者支援センター 029-232-2736 午前 10 時～午後 4時

性暴力被害者サポート

ネットワーク茨城

#8891 または

029-350-2001
午前 9時～午後 5時

技術を学びながら 3年間の教育終了時には、高等学校卒業の資格が取得できます。

受付期限 推薦：12月 2日（金） 一般：令和 5年 1月 6日（金）

応募資格 令和5年4月1日現在15歳以上17歳未満(平成18年 4月2日～平成20年4月1日に生

まれた方)の男子で、中学校卒業または中等教育学校の前期課程修了者(見込みを含む）

試験日 推薦：令和 5年 1月 5日（木）～7日（土）の指定する 1日

一般：令和 5年 1月 14 日（土）または 15 日（日）いずれか指定された日

※自衛官候補生は年間を通じて募集しています。

⑯ 陸上自衛隊高等工科学校生徒を募集します
問・申 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294
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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。
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｢聞こえ｣に関する情報をお届けします。ご家族も一緒に参加できます(要約筆記あり)。

参加費 無料

申込方法 各開催日の 3日前までに FAX またはメール、電話でお申し込みください。

⑰ 難聴相談会
問・申 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ FAX 029-247-1369

℡ 029-248-0029 メール info@center-yasuragi.or.jp

日時 場所

12 月10日(土)
午後1時30分

～3時30分

東海村中丸コミュニティセンター(那珂郡東海村大字須和間345-1)

令和5年1月14日(土) かすがうら市あじさい館(かすみがうら市深谷 3719-1)

令和5年2月4日(土) 牛久市かっぱの里生涯学習センター(牛久市城中町 1888)

オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)、ご家族、医療関係者の方を対象に｢オストメイト

社会適応訓練事業｣の一環としての講習会を無料で開催します。

日時 12 月 11 日（日）午後 1時～3時 受付：午後 0時 30 分～

場所 水戸市福祉ボランティア会館 ミオス大研修室(水戸市赤塚 1-1)

内容 講演：ストーマケアについて、席上相談・講師指導

講師 日立製作所ひたちなか総合病院 皮膚・排泄ケア認定看護師 大山 瞳さん
おおやま ひとみ

定員 50 名程度

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 12 月 4 日（日）

⑱ オストミー講習会
問・申 日本オストミー協会 茨城県支部 中村 ℡ 029-247-7836・090-2560-9559

子育てに悩んだり、お子さんを叱ることに疲れてしまったりしていませんか。親子の関わり方に

ついて具体的な方法やコツを学ぶことで、日常生活がより穏やかに送れるようにサポートします。

日時 12月9日･23日、令和5年1月13日･27日、2月10日の金曜日(全5回) 午前10時～11時30分

場所 こども育成支援センター

対象 市内在住、未就学児の保護者で 5回すべてに参加できる方

定員 6 名(面接のうえ決定します）

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 11 月 30 日（水）

⑲ ペアレントトレーニング
問・申 こども育成支援センター(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-73-4721

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

する無料の個別相談会を開催します。お気軽にお申し込みください。

日時 12 月 12 日（月）午後 2時～4時 30 分

場所 地域包括支援センター

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 12 月 7 日（水）

⑳ もの忘れ相談会
問・申 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1） ℡ 0296-78-5871
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



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参加ください。

〇制作編：petapeta-art(足形) お子さんの足形でカレンダーを作ります。

講師 白澤 貴子さん
しらさわ た か こ

参加費 500 円 ※申し込み時にご持参ください。

〇体力編：軽体操 楽しく体を動かしてリフレッシュします。

講師 小池 幸子さん
こ い け さ ち こ

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 12 月 1日（木）～10日（土）

㉑ ママ・リフレッシュ
問・申 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) ℡ 0296-77-8340

日時 場所

12月13日（火）
午前 10時 30 分

～11時 30 分

岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま3階）

12月14日（水） 笠間市児童館

12月16日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

日時 場所

12 月 20 日（火） 午前 10時 30 分

～11時 30 分

岩間公民館

12月 21 日（水） 笠間市児童館

｢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

も説明しますので気軽にご参加くさだい。

日時 12 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 スマホアドバイザー 石橋さん
いしばし

対象 市内在住または在勤の方(一度受講した方は除く)

定員 10 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。

申込期間 11 月 28 日（月）午前 10時～定員になりしだい締め切り

㉒ スマホの使い方教室
問・申 笠間市消費生活センター (笠間市友部駅前 1-10) ℡ 0296-77-1313

市立公民館では、市動画サイト“笠間チャンネル”で｢かさま志民オンライン講座｣

を配信しています。新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座名 クリスマスのテーブルを彩ろう ! 身近な材料でリースづくり

㉓ かさま志民オンライン講座 問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080
し みん
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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。
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まゆ玉を使って来年の干支うさぎの干支飾りを作ってみませんか。

日時 12 月 20 日（火）午前 9時 30 分～11時

場所 地域福祉センターともべ 2階 研修室(笠間市美原 3-2-11）

講師 茨城シニアマスター 堤 徳郎さん
つつみ の り お

対象 市内在住の方

参加費 300 円

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下さい

申込期限 12 月 13 日（火）

㉔ 「まゆ玉人形づくり」第一火曜日の会
申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

音楽に合わせて楽しく行うフィットネスボクシングのプログラムです。はじめてボクシング

をする方も気軽にご参加ください。ボクシング元世界王者 2名がゲスト講師です。

日時 12 月 17 日（土）午前 10時 開場：午前 9時 15 分

場所 市民体育館 メインアリーナ (笠間市石井 2068-1)

対象 高校生以上

定員 100 名程度

参加費 無料

申込方法 右上の二次元コードまたは申込フォームからお申し込みください。

申込期間 11 月 20 日（日）午前 10 時～12月 5 日（月）※定員になりしだい締め切り

㉕ バーチャルボクシング®IN 笠間市民体育館
問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 HP http://www.yukai-sif.jp

申 ゆかいふれあいセンター 申込フォーム https://onl.tw/JEwnFiY

心弾むクリスマスソングを歌とハープでお楽しみください。

日時 12 月 18 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」

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。空席があれば当日でも申し込みで

きます。

㉗ ハープ・クリスマスコンサート
申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣(笠間市下郷 4438-7) ℡ 0299-57-3357

日時 12 月 1日（木）～14 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 4時まで

場所 笠間の家 ギャラリー(笠間市下市毛 79-9)

出展 木工：矢實 誠さん、陶芸：Refrappeさん、造花を使った雑貨：RUKA wedding itemさん
や ざね まこと ラ フ ラ ペ ル カ ウェディング アイテム

㉖ 笠間の家 クリスマス展 問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521
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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。

http://www.yukai-sif.jp
https://onl.tw/JEwnFiY


〇井筒屋で聴くクリスマスクラシックコンサート

〇万葉亭小太郎の井筒屋 朝の会

〇ワークショップ 自分で作るマコモの正月しめなわ飾り

場所 かさま歴史交流館 井筒屋

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

㉘ かさま歴史交流館 井筒屋イベント
問・申 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

日時 12 月 3日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 ヴァイオリン：高辻 瑶子さん チェロ：芝崎 紘生さん ピアノ：小林 萌里さん
たかつじ よ う こ しばさき ひ ろ き こばやし も え り

定員 35 名(先着順)

入場料 予約 2,500 円 当日 3,000 円

日時 12 月 11 日（日）開場：午前 10時 開演：午前 10 時 30 分

出演 落語：万葉亭 小太郎さん
まんようてい こ た ろ う

定員 40 名(先着順)

入場料 500 円(木戸銭)

日時 12 月 17 日（土）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時 15 分

講師 根本 樹弥さん
ね も と たつ や

定員 10 名(先着順)

入場料 3,000 円

○歌声喫茶 in TOMOA 季節の歌や懐かしのメロディを、みんなで楽しく歌いましょう。

〇運遊区 ～トレインビューの部屋でプラレール～

同時開催：日常写真を用いたファミリー向けのアルバム作成のワークショップ

場所 地域交流センターともべ

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。

㉙ 地域交流センターともべ イベント
問・申 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 12 月 4日（日）午後 1時～3時

講師 逢坂 せいしさん
おおさか

曲目 冬の夜、カチューシャ、冬景色、銀色の道、寒い朝、ホワイトクリスマスなど 20曲

定員 70 名(先着順）

参加費 500 円(飲み物付き)

日時 12 月 4日（日）・11 日（日）午前 10 時～正午、午後 1時 30 分～3時 30 分

講師 石﨑顕良さん 間中理美さん
いしざき あ き ら ま な か さ と み

対象 小学 4年生以下のお子さんと保護者 ※お子さん 2名、保護者 1名まで

定員 各回 6組(先着順)

参加費 300 円/組(アルバム作成のワークショップ参加：別途 500 円）

持ち物 アルバム作成時：日常写真 5～6枚、記念で持ち帰ってきた切符(あれば)など
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〇朝市 出店者を募集しています。詳細は道の駅かさまホームページをご確認ください。

日時 毎月第 4日曜日 午前 9時～午後 4時

〇女性のためのヨガ 心身共にリフレッシュしましょう。

日時 12 月 2日（金）・16日（金）午前 10 時～11時 30 分

場所 道の駅かさま(笠間市手越 22-1）

定員 6 名(先着順）

参加費 2,000 円/回

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

㉚ 道の駅かさま イベント
問・申 (株)道の駅笠間 ℡ 0296-71-5355 メール info@m-kasama.com

〇キースウインド(森の風）「クリスマスコンサート」

日時 12 月 4日（日）午後 2時～4時

出演 ギター:秋坂 克典さん
あきざか かつのり

ブルースハーブ:坂本 育子さん ギター:青木 のぶえさん キーボード:野村 ひろこさん
さかもと いく こ あ おき の むら

入場料 2,500 円(飲み物付き)

申込期限 11 月 30 日（水）

〇12月｢笠間ふれあい大学｣

｢人生 100 年の時代｣の生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で見知ら

ぬ自分を発見しましょう。

入場料 1,000 円(飲み物付き)

場所 ふれあいサロンかさま～る(笠間市笠間 2247-1）

定員 各回 30 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。マスク着用でご参加ください。

㉜ ふれあいサロンかさま～る イベント
問・申 (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 内容 申込期限

17 日(土)
午前10時
～正午

｢次世代に伝えたい戦争の紙芝居と朗読」

講師：茨城県原爆被爆者協議会 副会長 茂木 貞夫さん
も ぎ さ だ お

次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ
15日(木)

24 日(土)
｢歌声教室 inクリスマスイブ」
出演:ゴールデンサウンズ(グラウンドワーク笠間専属バンド)

22 日(木)

義士(赤穂四十七士)パレードと講演会の参加者を募集します。どちらか一方の参加もできま
あ こ うしじゅうしちし

すのでお気軽にご参加ください。あなたも赤穂浪士になってみませんか。

開催日 12 月 14 日（水）

場所 笠間稲荷神社稲光閣(笠間市笠間 31-1）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 12 月 11 日（日）

㉛ 義士パレードと講演会
申・問 笠間義士会 小坂 ℡ 0296-72-9087 ℡ 090-0457-4115

開始時間 内容 参加費

義士パレード 午後 2時 笠間稲荷神社周辺を40分程歩きます。陣羽織は貸与します。
無料

講演会 午後3時30分 講談師:一龍斎 貞鏡 さんによる忠臣蔵などの講演です。
いちりゅうさい ていきょう

交流会 午後4時30分 一般の方も参加できる会食を伴う交流会です。 1,500円
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