市内新型インフルエンザワクチン接種医療機関一覧
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「大地の恵を召し上がれ」参加者募集

来年 3 月に開催される、「第 6 回クールシ
ュヴェール国際音楽アカデミーⅰｎかさま」
と同時期に開催される「街角ふれあいコンサ
ート」に出演してくださる方を募集します。
開催日 平成 22 年 3 月 22 日（月）～26 日
(金）午後 7 時～
27 日（土）・28 日（日）
午後 1 時 30 分～
出演時間 上記開催予定日の 1 日のうち 30
分～1 時間程度
出演場所 市内の各公共施設や事業所など
応募方法 公民館の窓口や、専用ホームペー
ジからダウンロードできる「出演
申込書」に必要事項を記入して「笠
間公民館」まで提出してください。
※初めて申し込みをされる方は、演奏のサン
プル（ＣＤまたはＭＤ）を添付してください。
応募期限 平成 22 年 1 月 12 日（火）
※出演者の方には、交通費等の実費程度をお
支払いします。
※会場の都合により、日時等ご希望に沿えな
い場合もあります。
※希望者多数の場合は、出演いただけない場
合もあります。
問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100
FAX 0296-72-2103

城里町で新規就農し、１年半後に城里町認
定農業者となった近澤さんから農業にかけ
る思いや生き方などについてお話を伺いま
す。また、近澤さんが育てたネギの収穫体験
も行います。
日時 平成 22 年 1 月 24 日（日）
午前 9 時～午後 1 時
集合時間 午前 9 時
集合場所 笠間市役所 本所
交通手段 市バス
会場 コミュニティセンター城里ほか
講師 近澤行洋（ちかざわ ゆきひろ）さん
定員 40 名（定員を超えた場合は抽選）
参加費 300 円（ネギ収穫費用。当日、徴収
します）
持ち物 飲み物、運動靴または長靴等（ネギ
収穫）
※雨天時は、ネギの収穫は中止です。
※昼食は各自でお願いします。
申込方法 電話で 1 月 8 日（金）までにお申
込みください。
主催 笠間市
企画運営 茨城県男女共同参画推進員
申・問 秘書課男女共同参画推進室（内線 224）

友部地区

市外局番

0296

笠間地区

市外局番

0296

あさひクリニック

78-5011

粟屋医院

72-1567

石橋内科医院

71-3181

いけうち医院

72-1105

茨城県立中央病院

77-1121

石本病院

72-4051

笠間市立病院

77-0034

磯医院

74-4790

立川記念病院

77-7211

太田皮フ科

72-7777

てらだ内科消化器科

70-5500

神里医院

72-0177

ねもとクリニック

77-7011

河村医院

72-2121

根本産婦人科医院

77-0431

佐藤医院

72-0032

塙医院

77-0072

下田整形外科

73-0858

原田医院

77-8883

関外科整形外科医院

72-1382

常陸クリニック

78-5911

柳橋医院

74-2302

武藤医院

77-6610

山本内科小児科医院

71-2232

梅里クリニック

45-2002

わたなべ整形外科

70-5577

菅谷医院

45-2172

高瀬医院

45-2140

本多内科・循環器科医院

37-8556

岩間地区

市 外 局 番 0299

※幼児への接種を行わない医療機関がありますのでご確認ください。
新型インフルエンザの感染拡大は一人ひとりが防ぐ！
○感染を予防するために、こまめな手洗い・うがいを徹底しましょう。
○感染をひろげないために、咳エチケットを守ってください。
○感染をひろげないために、かかったあとは外出自粛をしてください。
相談窓口
笠間市健康増進課（友部保健センター） ℡ 0296-77-9145
笠間保健センター
℡ 0296-72-7711
岩間保健センター
℡ 0299-45-7888
茨城県水戸保健所
℡ 029-241-0100

⑮引越しトラブル防止講座を開催します
笠間市消費生活センターでは、新生活を始
める際の引越しトラブル防止についての講
座を開催します。
引越し業者との契約、アパートを借りる際
の契約、特に近年は、退去時のトラブル相談
が増えており、悪質な訪問販売勧誘も見受け
られます。
新生活を楽しく過ごすためにも、契約の際
のチェックポイント等を学んで見ませんか。
皆さんのご参加をお待ちしています。
主催 笠間市消費生活センター
日時 平成 22 年 1 月 16 日（土）
午前 10 時～11 時
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会場 友部公民館大会議室
内容
○引越業者との契約の際のチェックポイント
○アパート等賃貸借契約の際の注意点
○悪質訪問販売対策
定員 50 名（定員になり次第締め切り）
講師 茨城県消費者教育講師
石崎泰子（いしざき たいこ）さん
対象者 今後、引越しを予定されている市内
在住または在勤の方
募集期間 12 月 10 日（木）～平成 22 年 1
月 8 日（金）
申・問 笠間市消費生活センターに電話にて
お申込みください。（内線 132）

⑤笠間産「栗」の商品開発にご協力ください
茨城県で最も栗栽培面積の広い笠間市は、マスコミなどでも取り上げられ、さまざまな問合せが
多数寄せられています。
市では、栗産地としての魅力を発揮するため、笠間産「栗」を使った商品（菓子、料理等）の拡
大を目指しています。
予算の範囲内で材料提供することで、商品開発を支援しますので、奮ってお申込みください（既
存の他産地栗商品の笠間産栗への切り替えでも結構です）。
なお、材料提供の対象者は、笠間市内にある商業関係者（飲食業者、菓子業者など）とします。
詳細な内容などについては、気軽にお問い合わせください。
栗の産地化に対する皆さんのご理解とご協力をお願いします。
申・問 笠間の栗グレードアップ会議事務局
（農政課 内線 526）
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