
※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新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方

の火葬等について変更します

③子育て世帯生活支援特別給付金・生活応援

特別給付金の申請はお済みですか

④放課後児童クラブ春休み一時入所を

受け付けます

⑤皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続き制度～

⑥マイナンバーカードがあれば転出の届出が

スマートフォン等から申請できます

⑦ごみ集積所はマナーを守って使いましょう

⑧事業系ごみは自己処理が原則です

⑨エコフロンティアかさま環境保全委員会を

開催します

⑩法律と登記等に関する無料相談会を

開催します

⑪生活排水ベストプランと下水道全体計画の

見直し説明会を開催します

⑫市営駅前有料駐車場･駐輪場を

ご利用ください

⑬県民交通災害共済の加入受付を開始します

⑭バスの運行実験を行います

⑮笠間市社会福祉協議会嘱託職員・非常勤職員

を募集します

⑯令和5年度 笠間市会計年度任用職員を

募集します

⑰自衛官等を募集します

⑱マイナポイントの申請はお早めに

■教養・文化・交流 他

⑲手作り石けん講習会

⑳ママ・リフレッシュ

㉑令和 5年度 茨城県障害者スポーツ大会

｢個人競技｣参加者募集

㉒笠間市社会福祉協議会からのご案内

㉓スマホの使い方教室

㉔1日セミナー

｢エシカル消費の第一歩｣参加者募集

㉕第42回 芸能発表会

㉖笠間の作家 60人展

第12回 ～笠間焼のこれから～

㉗｢没後200年 牧野貞喜展｣パネル展
さだはる

㉘第6回トモアまつり

㉙ハープ・春コンサート

㉚こころ音～英国式紅茶の文化と音楽

㉛かさま志民オンライン講座
し みん

㉜茨城県薬剤師会 県民公開講座

㉝ペン習字無料体験教室

㉞第25回 歌声広場

～みんなで楽しく歌いましょう～

㉟県立産業技術短期大学校オープンキャンパス

㊱ふれあいサロンかさま～る イベント

令和5年2月 2日 第4 -21号

１ぺージ
2023-0202

【回覧】お早めに回してください全 16 ページ (A3…4 枚)



新型コロナウイルス感染症の感染症患者数は高い数値で推移しています。また、季節性イン

フルエンザも流行期に入っています。

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザは、感染症対策が共通しています。感染

症対策の徹底による感染拡大防止の協力をお願いします。

また、二つの感染症の流行により医療機関の窓口が混雑し、診療が受けにくくなることが懸念

されています。発熱などの体調不良時に備えて、新型コロナ抗原定性検査キット(｢研究用｣ではな

く国が承認した｢医薬用｣や｢一般用｣の検査キット)や解熱鎮痛薬の準備、電話相談窓口などの連

絡先の確認をお願いします。

茨城県中央保健所 ℡ 029-241-0100 午前 9時～午後 5時 平日のみ

茨城県新型コロナウイルス感染症受診・相談センター ℡ 029-301-3200

午前 8時 30 分～午後 10 時 土日・祝日含む

茨城子ども救急電話相談(15 歳未満) ℡ ＃8000 24 時間 365 日対応

茨城おとな救急電話相談 ℡ ＃7119 24 時間 365 日対応

※かかりつけ医がいる場合は、まずは電話で相談してください

笠間市保健センター ℡ 0296-77-9145 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 平日のみ

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(1月31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

〇場面に応じてマスクを着用し、咳エチケットを守りましょう。

〇手洗い、手指消毒、うがいを行いましょう。

〇3密(密集、密接、密閉)を回避し、人との距離(2ｍ以上)を確保しましょう。

〇室内の換気を徹底しましょう。

〇栄養と休養を十分に取りましょう。

〇発症・重症化を防ぐためにワクチンの接種をご検討ください。

発熱等の症状があり、かかりつけ医がいない場合などの受診先の案内

体調不良等で医療機関を受診するべきかどうか迷う場合

日常的な健康管理など一般的な健康相談

新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬・葬儀について、厚生労働省・経済

産業省のガイドラインの改正に伴い、適切な感染症対策が講じられたご遺体であれば、通常の

ご遺体と同様に取り扱うことが可能となりました。その際は、新型コロナウイルス感染症の関

連火葬であることを、葬儀等を依頼する葬祭業者にお伝えください。

なお、施設の利用にあたっては、濃厚接触者で発熱等の症状がある場合などはご来場をご遠

慮くださいますようご協力をお願いします。

② 新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方の火葬等について

変更します
問 笠間広域斎場 やすらぎの森 ℡ 0296-72-7011
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「問」は問い合わせ先、「申」は申し込み先の略です。



申請が済んでいない方は期限までに申請ください。児童手当・児童扶養手当等の受給者で、

申請が不要な方に対してはすでに支給済みです。

対象 18 歳年度末(障がい児については 20歳未満)までの児童を養育する方で、①または②のい

ずれかに該当する方

①令和 4年度分の住民税均等割が非課税(児童が高校生のみの場合に限る)であるか、新

型コロナウイルス感染症の影響で収入が急変し、住民税均等割が非課税相当の所得と

なった方

②新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給

している方と同じ水準となっているひとり親の方

支給額 児童一人あたり一律 5万円

申込方法 窓口に申請書を提出してください。詳しくは市ホームページにてご確認ください(市

ホームページ⇒｢子育て世帯生活支援特別給付金｣で検索)。

申込期限 2 月 28 日（火）

③ 子育て世帯生活支援特別給付金・生活応援特別給付金の申請は

お済みですか
問・申 子ども福祉課(内線 165)

各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、春休み期間中(日曜日は除く）、家庭

で保育できない児童をお預かりします。

3 月 25 日～4月 5日まで受け入れ可能 稲田小、北川根小、岩間第三小

3 月 25 日～31日のみ受け入れ可能 笠間小、友部第二小、岩間第一小

入所基準 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別の理由があること

申込方法 申込書および保育できない証明書等(保護者数分)に必要事項を記載のうえ、窓口で

直接お申し込みください(FAX、郵送は不可）。必要書類は窓口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）。

※申込時は、第三希望までクラブ名を記載してください。

※学校の春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等の状況によっては、受け入れできない場合があります。

※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 2 月 28 日（火）午後 5時 15 分

④ 放課後児童クラブ春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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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）



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･コメント手続き制度｣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。

案の趣旨

笠間市デジタルトランスフォーメーション(DX)計画が令和 4年度で終了することから、｢あら

ゆる人がデジタルを学び、デジタルに触れ、デジタルで興す地域社会｣を目指し、笠間市第 2次
おこ

デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画(令和 5～7年度)を策定するものです。

案の趣旨

笠間市スポーツ推進計画の計画期間が令和 4年度で満了となること、また、今年度から施行さ

れた｢第 2期笠間市教育振興基本計画｣を受け、各種施策を推進していく必要があることから、国

のスポーツ基本法に基づき、市民がいつでもどこでもスポーツに親しむことのできる環境の整備

と、主体的、継続的なスポーツ活動の支援、また、地域に根付いたスポーツの振興を目指すため、

第 2次笠間市スポーツ推進計画(令和 5～9年度)を策定するものです。

案の趣旨

笠間市第 3次地域福祉計画の計画期間が令和 4年度で満了することから、今後の本市の地域

福祉を推進するための方針を示し、また、高齢者、障がい者及び児童等の福祉に関する個別計

画に基づく施策を推進していくうえでの市民参画の促進と、基本的な方向性を示すため、第 4

次笠間市地域福祉計画を策定するものです。

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）。

意見募集期間 2 月 9日（木）～28 日（火）

※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。

⑤ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続き制度～

案件名 笠間市第 2次デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計画（案）

問・提出先 デジタル戦略課(内線 217) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-78-0612 メール info@city.kasama.lg.jp

案件名 第 2次笠間市スポーツ推進計画（案）

問・提出先 生涯学習課(内線 392) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-71-3220 メール info@city.kasama.lg.jp

案件名 笠間市第 4次地域福祉計画（案）

問・提出先 社会福祉課(内線 153) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1162 メール info@city.kasama.lg.jp
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小・中・高校生等の通学定期券の購入費補助金の

申請受付中です(令和 5 年 3 月 10 日まで）。



〇集積所はごみ箱ではありません。

ごみ集積所は、地域の皆さんの協力により管理されています。通りがすがりの集積所へポイ

捨てや不法投棄をしないでください。

〇ごみ出しのルールを守りましょう。

・分別の方法を守り、収集日の午前 8時までに出してください。

・市指定ごみ収集袋には氏名を書く欄があります。記入しないまま出してしまうと、集積所に

残された際に誰が片付けるべきか分からなくなってしまいます。

⑦ ごみ集積所はマナーを守って使いましょう 問 資源循環課(内線 129)

ルールを守らずにごみを出すと、地域の皆さんの迷惑になります。ご理解ご協力をお願いします。

事務所、店舗などの事業所から出たごみは、｢事業系ごみ｣として、事業者の責任で適正に処理する

ことが法律で義務づけられています(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第3条第1項）。

事業活動に伴って出るごみは、｢質｣や｢量｣にかかわらず｢事業系ごみ｣となるので、｢家庭ごみ｣

とは異なり市では収集しません。

｢事業系ごみ｣は自らごみ処理施設等に持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処理

することになります。

なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)については、家庭から出るごみは

｢家庭ごみ｣として、事業活動から出るごみは｢事業系ごみ｣として分けて処理をお願いします。

⑧ 事業系ごみは自己処理が原則です 問 資源循環課(内線 129)

委員会は傍聴することができます。

日時 3 月 5日（日）午後 1時 30 分～

場所 エコフロンティアかさま 管理棟 2階 多目的研修室（笠間市福田 165-1）

内容 議題：環境モニタリング結果など

定員 10 名(先着順）

申込方法 (一財)茨城県環境保全事業団に直接電話でお申し込みください。

申込期限 2 月 22 日（水）

⑨ エコフロンティアかさま環境保全委員会を開催します
問・申 (一財)茨城県環境保全事業団 ℡ 0296-70-2511

マイナンバーカードがあれば転出の届出がスマートフォン等から申請でき、市役所への来庁が

原則不要となります。手続きは、マイナポータル(右上の二次元コード)からできます。なお、転

入先市区町村の窓口では、これまでどおり転入届等の手続きが必要です。

※マイナポータル：マイナンバーカードでさまざまな申請が行えたり、ご自身の診療・薬剤情

報、特定健診情報等が確認できます。詳細はデジタル庁の｢引越しワンストップサービス｣(右

上の二次元コード)をご覧ください。

⑥ マイナンバーカードがあれば転出の届出が

スマートフォン等から申請できます
問 デジタル戦略課(内線 217) 市民課(内線 148)

マイナポータル デジタル庁

令和5年2月 2日 第 4 -21号
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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。



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。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

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

⑩ 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

日時 内容 定員

3 月 7日(火) 午前 10 時

～正午

午後 1時

～3時

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

各日 4名

(先着順)

3月 15 日(水)

4 月 15 日(土)
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

4 月 28 日(金) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

4 月からの各駅前駐車場および駐輪場の利用者を募集します。

申込方法 各駐車場･駐輪場の管理窓口へお申し込みください。

申込期間 3 月 1 日（水）～満車になりしだい締め切り

⑫ 市営駅前有料駐車場･駐輪場をご利用ください 問 市民活動課(内線 135)

施設名 車種 料金/月 申し込み(管理窓口)

笠間駅

北口

自転車 1,540 円
笠間駅前観光案内所 ℡ 0296-72-1212

受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 30 分
原付 2,050 円

自動車 4,620 円

稲田駅前

自転車 1,540 円
JR 稲田駅 ℡ 0296-74-2300

受付時間：午前 7時～午後 3時
原付 2,050 円

自動車 4,320 円

福原駅前 自動車 4,320 円
JR 福原駅 ℡ 0296-74-2307

受付時間：午前 7時～午後 3時

友部駅

北口

自転車 1,540 円 市役所本所 市民活動課(内線 135）

受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分原付 2,050 円

友部駅

南口
自転車 1,540 円

地域交流センターともべ「トモア」 ℡ 0296-71-6637

受付時間：午前 9時～午後 10 時(第 2･4 火曜日を除く）

持続可能な下水道事業経営の実現のため、公共下水道の整備計画区域の縮小、農業集落排水事

業の新規整備計画の廃止等、下水道全体計画の見直しを行います。この計画の見直しの内容につ

いての説明会を開催します。直接会場にお越しください。

⑪ 生活排水ベストプランと下水道全体計画の見直し

説明会を開催します
問 下水道課(内線 71140)

地区 日時 場所

笠間 2月 23 日（木・祝）

午前 10時～

笠間公民館(笠間市石井 2068-1)

岩間 2月 25 日（土） 岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま 3階)

友部 2月 26 日（日） 友部公民館(笠間市中央 3-3-6)
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



公共交通の運行実験として、3月に岩間駅西口と友部駅を往復(道の駅かさま経由)

する路線バスを運行します。

実験期間中は、毎日午前 9時から午後 4時の間で 5便ほど運行する予定ですので、

ぜひご利用ください。詳細な日程や時刻表は右上の二次元コードからご確認ください。

乗車料金は無料です。また、乗車いただいた際はアンケートにご協力ください。

⑭ バスの運行実験を行います 問 企画政策課(内線 555)

県民交通災害共済は、交通事故により怪我をした場合に、治療実日数に応じた見舞金を給付

する制度です。市内に住民登録をしている方であればどなたでも加入できます。

対象事故 国内の道路上において、自動車・バイク・自転車などの運行に伴う衝突、転落など

の事故により人が死傷した場合

共済期間 4 月 1 日（土）～令和 6年 3月 31 日（日）

※4月 1日以降に加入の場合の共済期間は受付日の翌日から開始となります。

年会費 大人：900 円 中学生以下：500 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

⑬ 県民交通災害共済の加入受付を開始します
問・申 市民活動課(内線 134) 笠間支所地域課(内線 72114) 岩間支所地域課(内線 73114）

令和5年 2月 2日 第 4 -21号
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市販の履歴書(写真を添付したもの)に記入のうえ、直接お申し込みください。勤務地など詳細

はお問い合わせください。

受付期限 2 月 24 日（金）

⑮ 笠間市社会福祉協議会嘱託職員・非常勤職員を募集します
問・申 笠間市社会福祉協議会 本所(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-77-0730

職種 勤務日数・時間
募集

人数
賃金 その他

非常勤

職員

いきいき通所

指導員

週 3～4日

午前 8時 30 分

～午後 4時 30 分

3名

950 円/時

利用者送迎の随行あり

いきいき通所

調理員

週 2日

午前 8時 30 分

～午後 4時 30 分

1名
調理師免許または

栄養士資格が必要

就労支援B型

指導員

週 4日

午前 8時 30 分

～午後 5時 15 分

1名
市社会福祉協議会

岩間支所・本所に勤務

就労支援B型

運転手

週 2日

午前8時～9時30分

午後3時30分～5時

1名 1,020円/時 他業務との兼務あり

嘱託

職員

介護支援

専門員

午前 8時 30 分

～午後 5時 15 分
1名

218,400 円/

月

介護支援専門員資格、普

通自動車運転免許(AT 限

定可)、パソコン操作が

必要

｢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 5年 4月 1日に任用する会計年度任用職員を募集します。希望される方は次によりお申し込

みください。詳細については各担当部署へ直接お問い合わせください。

受付期限 2 月 24 日（金）

受付時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(土・日・祝日を除く。公民館・図書館は月曜日を除く)

応募要件 年齢・性別は不問、地方公務員法第 16 条に規定する欠格条項に該当しない方

申込方法 市販の履歴書(写真を添付したもの)に記入のうえ、各担当部署へ本人が直接お申し込み

ください。資格が必要な職種については、資格証の写しも提出してください(履歴書は

返却しませんのでご了承ください)。

選考方法 書類選考および面接等により決定します。

⑯ 令和 5年度 笠間市会計年度任用職員を募集します
問 募集全般について：秘書課(内線228)

4 月 1 日付任用分

職種：職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当部署

(問・申）

一般事務※：ふるさと納税推

進に係る事務(寄附者管理、

ワンストップ受付処理、窓口･

電話応対、他関連事務処理)

週 5日 午前 9時～午後 5時 1名 949 円
市民活動課

(内線132）

一般事務※：マイナンバーカ

ード交付申請受付事務、他関

連事務処理、窓口業務等
週 5日(月1日は日曜勤務あり)

平日:午前 8時 45 分～

午後 5時 15 分

日曜:午前 8時 30 分～正午

(時間外勤務、出張窓口業務

あり）

6名 949円
市民課

(内線147)

一般事務※：窓口業務、電話応

対、マイナンバーカード交付申

請受付事務、他関連事務処理等

1名 949 円

笠間支所

市民窓口課

（内線 72121）

1 名 949 円

岩間支所

市民窓口課

（内線 73180）

一般事務※：事務全般、窓口･

電話応対、書類作成等
週 5日 午前 9時～午後 5時 1名 949円

健康医療政策課

℡ 0296-77-9145

一般事務：事務全般、貸館業

務、窓口･電話応対、講座運

営、施設管理、書類作成等

週 3 日(うち 1 日は土または日

曜勤務、月曜休日)

午前 8時 30 分～午後 4時 30 分

1 名 949円
笠間公民館

℡ 0296-72-2100

1 名 949円
友部公民館

℡ 0296-77-7533

週 4 日

(うち1日は土または日曜勤務、

月曜休日)

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

1 名 949円
岩間公民館

℡ 0299-45-2080

一般事務：サービス業務(窓

口･電話応対、簡易的な資料選

定･管理、イベント企画･運営

補助、各種事業補助等)

月 20 日

シフト制･土日祝日勤務あり

午前 8時 30 分～午後 7時 15 分

のうち 7時間 30 分勤務

若干名 949円
友部図書館

℡ 0296-78-1200
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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。



〇※のついている職種は普通自動車免許(AT 限定可)必須です。

〇保健師・助産師・看護師・栄養士・介護支援専門員はそれぞれ有資格者

職種：職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

問・申

(担当部署）

保健師･助産師･看護師の

いずれか：乳幼児健診に係る業

務(内科診察補助･身体計測･健

診結果の入力作業等)

月 5～6日

午前 9時～正午

または

午後 1時～午後 4時

1名

保健師・

助産師

1,332円

看護師

1,255円
健康医療政策課

℡ 0296-77-9145
保健師･助産師のいずれか※：

：新生児訪問に係る業務(訪問、

日程調整、記録作成、結果入力

作業等)

月 7日

午前 9時～午後 4時
1名 1,332 円

保健師(産休代替)※

：保健師業務(各種保健事業に

係る業務、窓口･電話応対)

週5日(勤務日時変動あり)

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 1,332 円

健康医療政策課

感染症対策室

℡ 0296-77-9145

栄養士：栄養計算･献立作成･調

理業務

週 5日

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 1,255 円

くるす保育所

℡ 0296-72-0563
用務員※：建物内外の清掃、環境

整備(草刈り機での作業あり)、

簡易的な調理補助、用務使い等

週5日(勤務日時は調整可)

午前 9時～午後 4時
2名 949 円

介護支援専門員※：

相談支援、介護予防サービス利

用に係るマネジメント業務

週5日(勤務日時は調整可)

午前 8時 30 分～午後 5時
2名 1,399 円

地域包括支援

センター

℡ 0296-78-5871

菊栽培所作業員：菊栽培に係る

作業、菊まつりでの菊運搬･装

飾等、普通自動車免許必須(AT

限定不可)

週 5日(休日出勤あり)

午前 7時 30 分～午後 4時
3名 1,013 円

観光課

（内線 516）

学校事務補助員※：小･中･義務

教育学校の事務補助(建物内外

の清掃、給食配膳、来訪者応対･

電話応対等)

週 5日

午前 8時～午後 3時

(学校により異なります)

3名 949 円
学務課

（内線 374）

令和5年 2月 2日 第 4 -21号
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道の駅かさまの定休日は、毎月第２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。



〇※のついている職種は普通自動車免許(AT 限定可)必須です。

任用期間 任用日～令和 6年 3月 31 日まで(期間更新の可能性あり)

通勤費用 一定の基準(2㎞以上)を満たした場合に、距離に応じて支給します。

駐車料金 市営施設に勤務される方には月額 600 円の駐車料金がかかります。

福利厚生 任用期間、勤務日数に応じて年次有給休暇の付与、特別休暇制度、社会保険･雇用保険

の加入制度があります。

4 月 2 日以降任用分

職種：職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

問・申

(担当部署）

一般事務(産休代替)※：

教育委員会定例会に係る事務、

事務補助、窓口・電話応対、

書類作成等

【4月 12 日付任用】

週 5日

午前8時30分～午後5時

1名 949 円
学務課

（内線374）

一般事務(産休代替）：

国民健康保険に係る事務

(窓口・電話応対、書類作成等）

【5月 19 日付任用】

週 5日

午前8時30分～午後5時

1名 949 円
保険年金課

(内線 139)

管理栄養士※：

特定保健指導に係る業務(初回

面接、継続支援、データ管理等）

【6月 1日付任用】

6～8月：月 8日程度

9～3月：月 5日程度

午前8時30分～午後5時

1名 1,332 円
健康医療政策課

℡ 0296-77-9145

共通事項

10 ぺージ
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予備自衛官補・海上予備自衛官補の公募を行います。自衛官候補生は通年募集しています。

対象 一般：18歳以上 34歳未満の方

技能：18歳以上 55歳未満の方(保有する国家免許資格等により異なります)

試験日 4 月 8 日（土）～23日（日）の指定する 1日

申込期限 4 月 6 日（木）必着

⑰ 自衛官等を募集します

問・申 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

マイナポイントを受け取るための条件であるマイナンバーカードの申請期限が

2月末日まで延長になりました。

総務省から届いているマイナンバー通知に含まれるカード交付申請書の二次元コードをスマ

ホで読み取り、ガイダンスに従って申請してください。

⑱ マイナポイントの申請はお早めに
デジタル戦略課(内線 217)

無理のない範囲でのオフィスや家庭での省エネ・節電に

ご協力ください。



使用済み食用油を利用した環境にやさしいプリン状石けんを作ってみませんか。

泥汚れや油汚れもよく落ちます。ぜひご参加ください。

日時 2 月 20 日（月）午前 10時～11時

場所 地域交流センターともべ 調理室(笠間市友部駅前 1-10）

定員 25 名(先着順）

参加費 200 円

持ち物 ポリバケツ(5リットル程度、できれば蓋付き）、マスク、ゴム手袋

※お持ちでない方は用意しますので、申し込み時に申し出てください(有料)。

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。応募結果および詳細は｢ごみを考える会｣から電話で連絡します。

申込期限 2 月 16 日（木）

⑲ 手作り石けん講習会
問・申 資源循環課(内線 128) ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028

5 月に開催予定の茨城県障害者スポーツ大会への参加者を募集します。

詳しくは、右の二次元コードでご確認いただくか、社会福祉課までお問い合わせください。

申込期限 3 月 3 日（金）

㉑ 令和 5年度 茨城県障害者スポーツ大会｢個人競技｣参加者募集
問・申 社会福祉課(内線 151)

子育てをがんばっている皆さん、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。

〇体力編:エアロビクス 楽しく動いて脂肪燃焼やストレス解消をしましょう。

講師 門井 浩美さん
か ど い ひ ろ み

参加費 無料 ※妊婦さんは参加できません。

〇制作編:ポ―セリンアート 専用のシールを張り付けオリジナルのプレートを作ります。

講師 小林 純子さん
こばやし じゅんこ

参加費 500 円 ※申し込み時にご持参ください。

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。電話での受け付けは行いません。

申込期間 3 月 1 日（水）～9日（木）

⑳ 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

3月10日（金）
午前 10 時 30 分

～11時 30 分

笠間市児童館

3月14日（火） 岩間公民館(市民センターいわま3階:笠間市下郷 5140）

3月17日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

日時 場所

3月16 日（木） 午前 10 時 30 分～11時 30 分 笠間市児童館

令和5年2月 2日 第 4 -21号
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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



「スマホを使ってみたいけれど不安がある」「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 3 月 8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(受講した方は除きます）

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 2 月 22 日（水）午前 10時～定員になりしだい締め切り

㉓ スマホの使い方教室
問・申 笠間市消費生活センター 電話 0296-77-1313

〇子育てママ・パパの応援講座 入園・入学に向けて、オリジナルの袋を作ってみましょう。ボ

ランティアの皆さんが、それぞれ希望のサイズに合わせて一緒に作ります。

〇大人のチャレンジ教室 学んだことを、地域や家庭で活かしてみましょう。

※社会福祉協議会の仕事のお話：午前11時～11時 30分

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11)

申込方法 電話でお申し込みください。

㉒ 笠間市社会福祉協議会からのご案内
問・申 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626

日時
・3月 2日（木）手さげ袋作り ・3月 9日（木）シューズ袋作り

午前 9時 30 分～正午 ※どちらか 1日のみの参加も可能です。

定員 10 名(先着順) ※託児あり

参加費 無料

持ち物 布(材料)、ミシン用糸、裁縫道具、学校などから指定されたサイズが分かるもの

包丁研ぎ教室 いちご大福づくり教室

日時 3月 16日（木）午前9時30分～10時 50分

講師 笠間市商工会 建設業部会 社会福祉協議会栄養士

定員 各教室 16名(先着順) ※託児あり

持ち物 包丁、研ぎ石(ご家庭にある方) エプロン・三角巾

申込期限 3 月 3日（金）

〇お弁当づくりと配達する男性ボランティアを募集します

ひとり暮らしの高齢者へ手作りのお弁当を調理し、配達する活動を行っています。

活動日時 毎月第 1・2土曜日 午前 8時 45 分～午後 1時(お盆や祝日などは休み）

活動場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11)

その他、ボランティア活動を行っていますので、興味のある方はお気軽に見学や体験などご相

談ください。
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不法投棄･野焼きを見かけたら通報を 受付時間外は最寄りの警察署へ

不法投棄 110 番 ℡ 0120-536-380 8 時30 分～17時 15分 (平日のみ)



笠間公民館で開催した｢没後200年 牧野貞喜展－苦悩する名君 そして改革の軌跡－｣の展示パネ

ルおよび資料の一部を展示しています。ぜひお越しください。

開館日 火・木・土・日曜日 ※毎月末日、祝日、年末年始は休館

開館時間 土・日曜日：午前 9時～午後 4時 30 分 火・木曜日：午後 0時 30 分～4時 30 分

場所 笠間市立歴史民俗資料館 1階 展示室 2(笠間市平町 29)

入館料 無料

㉗ ｢没後 200 年 牧野貞喜展｣パネル展 問 生涯学習課(内線 382)
さだはる

笠間の｢今｣そして｢これから｣を映し出す作家たちの競演です。

日時 3月1日（水）～19日（日）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 新島 佐知子さん 鷲沢 ワシ子さん 金井 春樹さん 李 志杰さん 角田 智高さん
しんしま さ ち こ わしざわ こ か な い は る き り し け つ か く だ ともたか

㉖ 笠間の作家 60人展 第 12 回 ～笠間焼のこれから～
問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

笠間地区地域交流センター等で活動を行っている団体のみなさんがダンスや楽器演奏などの

日頃の成果を発表します。無料でご覧いただけますので、お気軽にお越しください。

日時 3 月 5日（日）開場：9時 30 分 開演：10時～

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

定員 250 名

㉕ 第 42回 芸能発表会 問 市民活動課(内線 133)

消費者の生活の安定・向上を図るため、地域の食材を使った料理教室と講演会で学ぶセミナ

ーを開催します。ぜひご参加ください。

日時 3 月 13 日（月）午前 10時 30 分～午後 3時 受付：9時 45 分

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

内容 第 1部：料理教室｢善玉菌が喜ぶ日常食のすすめ 目からうろこの料理術｣

講師：つくば国際大学 講師 助川 宏子さん
すけがわ ひ ろ こ

第 2部：講演会｢健康のための腸内フローラの整え方 ｣

講師：元つくば国際大学 教授 武 敏子さん
たけ と し こ

参加費 500 円

定員 20 名(先着順)

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期間 2 月 10 日（金）～3月 3日（金）

㉔ 1日セミナー｢エシカル消費の第一歩｣参加者募集
問・申 笠間市消費者友の会 水田 ℡ 0296-78-5411

み ず た

令和5年 2月 2日 第 4 -21号
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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。



トモア開館 6周年記念でイベントを開催しています。無料で参加できますのでぜひお越しく

ださい。

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 定員のあるものは窓口で直接または電話でお申し込みください。

㉘ 第 6回トモアまつり
問・申 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

日時 内容 定員

2 月 25 日（土）

午前10時～ ストローハウス作りワークショップ
幼児・小学生

と保護者 20 組

午後 1時～
子ども将棋トーナメント 16名(先着順)

ふるさとの民話・絵本の読み聞かせ なし

午後 1時 30 分～ キッズ体操教室体験 20名

2月 26 日（日） 午前10時～午後4時
ステージ発表、体験コーナー、

作品の展示
なし

春の楽しい曲を歌とハープでお楽しみください。

日時 3 月 4 日（土）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」（笠間市下郷 4438-7）

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。当日でも申し込みできます。

㉙ ハープ・春コンサート
問・申 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

日時 3 月 4日（土）開場：午後 1時 45 分 開演：午後 2時

場所 かさま歴史交流館 井筒屋

出演 高橋 純子さん 丹家 倫子さん 神立 響子さん ぺあるどさん
たかはし じゅんこ た ん げ と も こ かんだつ きょうこ

定員 20 名(先着順）

参加費 3,000 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。

㉚ こころ音～英国式紅茶の文化と音楽
問・申 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987) ℡ 0296-71-8118

市立公民館では、笠間市教育委員会動画サイト“教育委員会チャンネル”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 ｢竹かごを作ろう｣ ｢煎茶をリメイク!かんたん香ばしほうじ茶作り｣
せんちゃ

㉛ かさま志民オンライン講座 問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100
し みん
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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。



令和5年 2月 2日 第 4 - 21号

身近な薬局・薬剤師を活用した上手なセルフメディケーションの実践方法等を紹介する公開

講座を、Zoom ウェビナーを使用しオンラインで開催します。

日時 2 月 26 日（日）午前 10時～正午

内容 ｢セルフチェックとセルフケア～そしてよりよく生きるために～」

講師：医薬情報研究所㈱エス・アイ・シー 医薬情報部門責任者 堀 美智子さん
ほり み ち こ

定員 1,000 名(先着順)

参加費 無料

申込方法 ホームページからお申し込みください。

㉜ 茨城県薬剤師会 県民公開講座
問 茨城県薬剤師会 ℡ 029-306-8934

申 HP https://www.ipa.or.jp

文字の練習をしてみませんか。マスク着用のうえご参加ください。

日時 2 月 28 日（火）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）

講師 師範 藤田 朋翠さん
ふ じ た ほうすい

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。

㉝ ペン習字無料体験教室 問・申 大部 廣史 ℡ 080-2145-5135
お お ぶ ひ ろ し

シニアを対象に、音楽ボランティアグループ｢ローサス｣の伴奏にあわせて童謡唱歌、昭和歌

謡、フォークソングなどを歌います。歌詞集は当日配布します。お申し込みは不要ですので、

飲み物をお持ちのうえ、ご参加ください。ご来場の際はマスク着用、手指消毒、検温等にご協

力ください。

日時 3 月 4日（土）午後 1時 30 分～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）

参加費 無料

定員 135 名(先着順）

㉞ 第 25回 歌声広場 ～みんなで楽しく歌いましょう～

問 吉澤 ℡ 0296-77-2402
よしざわ

学校見学や体験授業を行います。ホームページからお申し込みください。

日時 3 月 4日（土）午前 9時～午後 4時

場所 県立産業技術短期大学校(水戸市下大野町 6342)

㉟ 県立産業技術短期大学校オープンキャンパス
問・申 県立産業技術短期大学校 ℡ 029-269-5500 HP http://www.ibaraki-it.ac.jp
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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。



【回覧】次号は 2 月16 日発行 第4-22 号

〇3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)

※2月 19 日（日）午前 10時～｢私の履歴書(92 歳現役女性社長の細腕繁盛記)」は、講師の都合

で延期します。

〇音楽ライブ「仲野亜紀子とジャズを楽しむ集い」

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。

㊱ 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(笠間市笠間 2247) ℡ 090-8800-3248

FAX 0296-72-0654 メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

日時 内容 申込期限

12 日(日)
午後2時

～4時

｢元気と勇気がでる講演と音楽を楽しむ集い」

～私の歌であなたに生きる勇気と希望を届けたい～

講師：大嶋 潤子さん(全盲のシンガーソングライター)
おおしま じゅんこ

10日(金)

19 日(日)
午前10時

～正午

｢SDGs(持続可能な開発目標)を学ぼう(観光･農業等)」

講師:コミュニティファシリテーション研究所代表 廣水 乃生さん
ひろみず のり お 17日(金)

日時 3 月 26 日（日）午後 2時～4時

出演
ボーカル:仲野 亜紀子さん ピアノ:石川 次郎さん サックス:飯田 和治さん

な か の あ き こ いしかわ じ ろ う い い だ かずはる

ベース:清水 尭斗さん ドラム:江口 修一さん
し み ず あ き と え ぐ ち しゅういち

入場料 2,500 円(飲み物付き)

申込期限 3 月 24 日（金）
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「ジェネリック医薬品（※）の処方を希望している」という意思を伝えることができるシール

を作成しました。ジェネリック医薬品での処方を希望される方は、シールを保険証等に貼ってご

活用ください。

※ジェネリック医薬品とは？

ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬の 3～5 割程度安くなる場合があり、薬にかかる自己負担額を節約できること

があります。ジェネリック医薬品の価格や使用などについては、医師・薬剤師とよく相談してく

ださい。

シール配布窓口 保険年金課、各支所市民窓口課

問 保険年金課(内線 144）

「ジェネリック医薬品希望シール」をご活用ください


