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②新型コロナウイルス関連情報

③感染対策の徹底にご協力ください

④発熱などの症状がある方の受診方法

⑤除菌消臭液を配布しています

⑥高齢者等のPCR検査費用の一部を助成します

⑦県税の特別措置を設けています

⑧笠間市政治倫理審査会委員を公募します

⑨子育てをサポートする協力会員を募集します

⑩水道管布設替工事に伴う交通規制を行います

⑪不要になった小型家電製品を回収しています

⑫ひとり一人の取り組みが地球温暖化対策に

つながります

⑬法律と登記等に関する無料相談会を開催します

⑭皆さんのご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～

⑮野生きのこ類の出荷および販売が制限されて

います

⑯エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑰ 12月10日から16日は

｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間｣です

⑱送電線付近での農事用ビニール等の

舞い上がり防止にご協力ください

⑲年末年始は市営荒町駐車場が有料になります

⑳年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を

行います

㉑ 12月･1月はかさま歴史交流館井筒屋の

開館時間が変わります

㉒笠間工芸の丘の年末年始開館時間を

お知らせします

㉓いこいの家はなさかからのご案内です

㉔新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等

の中止をお知らせします

㉕多目的広場にかかる住民説明会を開催します

■教養・文化・交流 他

㉖来年へ歩く会

㉗イングリッシュ・スペース

㉘ほのぼの寄席

㉙茨城県聴覚障害者協会 上映会のご案内

㉚手話講演会

㉛水戸建築高等職業訓練校生徒募集

㉜笠間ふれあい大学令和3年1月講座のご案内
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笠間市内では、12 月 1 日時点で 19 名の方の新型コロナウイルス感染症が発生しており、その

うち 11 月 13 日から 12月 1 日までの 19 日間で 11人の感染が確認されている状況です。

市としては緊急事態ととらえ市民の皆様へ注意喚起を行っております。

これから特に寒さが厳しくなりますが、飲食店での会食、室内でのイベントや会合、家庭内およ

び職場等においても、感染予防はもちろん、定期的に換気を行うなどの対策強化をお願いします。

市民の皆様には、新型コロナウイルスが身近に迫っていることを改めて認識していただき、感染

予防対策の徹底をお願いします。市民一人ひとりの意識が新型コロナウイルス感染を防止します。

笠間市長 山口 伸樹

① 新型コロナウイルス感染症にかかわる緊急のお願い

【回覧】お早めに回してください 全12ページ (A3…3 枚)



12 月 1日現在の情報です。

新型コロナウイルスに関連した情報は、日々変化していますのでご覧になった時点で相違が生

じていることもあります。ご了承ください。

＜市内の発生状況(12 月 1日現在)＞

陽性者 19人

＜感染拡大防止にご協力をお願いします＞

自分のため、みんなのため、そして大切な人のため。

私たち一人ひとりが、できることをしっかりやっていく。それが私たちの未来を作ります。

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

② 新型コロナウイルス関連情報

①感染拡大防止システムの利用：「いばらきアマビエちゃん」「COCOA」の登録を

②職場での対策を強化：テレワークの積極的な活用、職場の換気など

③体調がすぐれない方、重症化リスクが高い方(概ね 70代以上の方、基礎疾患がある方など）、

妊婦の方は、外出について慎重な対応を

④年末年始休暇の分散取得

⑤主催者のいない催し物で、大人数が集まる季節行事では感染防止対策を特に徹底しましょう

⑥感染者やその家族、医療従事者などへの不当な差別的取り扱いは絶対にやめてください

○感染リスクが高まる｢5 つの｣場面

①飲酒をともなう懇親会など

②大人数や長時間におよぶ飲食

③マスクなしでの会話

④狭い空間での共同生活

⑤居場所の切り替わり

問 健康増進課 ℡ 0296-77-9145

③ 感染対策の徹底にご協力ください

②ぺージ
2020-1203

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



○受診前に必ず電話相談を ○通院時間を厳守 ○マスクを着用

〈かかりつけ医がある場合〉

〈かかりつけ医がない場合〉

④ 発熱などの症状がある方の受診方法

除菌消臭液(次亜塩素酸水)を平日、毎日配布しています。お一人あたり 4リットルを目安に配

布(セルフ)しますので、きれいなペットボトルなど容器を持参してください。

日時 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時

場所 市役所本所 1 階 環境保全課前

問 環境保全課(内線 125）

⑤ 除菌消臭液を配布しています

診療所など

(診療・検査医療機関)

かかりつけ医に直接電話予約し、相談・受診

県庁または保健所に電話で相談

【県庁】 ☎ 029-301-3200(直通）

午前 8時半～午後 10時(土日･祝祭日含む)

【保健所：中央(旧水戸)保健所】

☎ 029-241-0100

午前 9時～午後 5時(平日のみ)

紹介された診療所など

(診療・検査医療機関)

新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクが高いとされている高齢者や基礎疾患があ

る方が、無症状であっても本人の希望によりPCR検査を行う場合の検査費用の一部を助成します。

実施期間 12 月１日(火)～令和 3年 3月 31 日(水)

対象 市に住民登録がある方で、かつ無症状で次のいずれかの要件を満たす方

・検査日に65歳以上の方

・検査日に40～64歳で基礎疾患(慢性閉塞性肺疾患･慢性腎臓病･糖尿病･高血圧･心血管疾患)

のある方

検査方法 唾液による PCR 検査

助成額 20,000 円 ※一人１回のみの助成となります。

自己負担額 5,000 円 ※検査当日に医療機関にお支払いください。

申請方法 高齢福祉課へ電話でお申し込みください。受検票などの必要書類を郵送します。申

請から受検票交付まで数日かかりますので余裕をもって申請してください。

その他 ・受検票が届いたら医療機関に予約してください。(検査出来る医療機関は受検票に記

載してあります。)

・この検査は、無症状の場合のみ受けられます。発熱等の症状がある場合はかかりつけ

医に電話でご相談ください。

・検査結果証明書が必要な場合は、別途費用がかかります。(費用は医療機関によって

異なります。)

・検査結果が陽性の場合は、医療機関から保健所へ報告します。

申・問 高齢福祉課(内線 175）

⑥ 高齢者等の PCR 検査費用の一部を助成します

③ぺージ
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令和2年 12月 3 日 第 2‐25号

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。



県では、企業立地や震災復興等の促進を図るため、県内において事業用施設や事務所を新設、

増設した企業や個人が利用できる｢県税の特別措置｣を設けています。

対象税目 法人事業税、個人事業税、不動産取得税、県が課税する固定資産税

【県税の特別措置の一例】

・対象事業(製造業、情報通信業、運輸業等)の用に供する事務所または事業所を、県内に新設

または増設し、県内における従業者が 5人以上増加した法人

⇒不動産取得税課税免除

・県内において、本社機能の移転または拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた

法人または個人事業者

⇒事業税(法人、個人)の税率を、増加した従業者数の割合に応じて3年間軽減、不動産取得税

を軽減

※県税の特別措置を利用するにあたっては、各種の要件があり期限までに手続きが必要です。

詳しくは、県税事務所までお問い合わせください。

問 茨城県水戸県税事務所

法人事業税、個人事業税:℡ 029-221-4800 不動産取得税:℡ 029-221-4820

⑦ 県税の特別措置を設けています

任期 令和 3年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日（2年）

職務内容 笠間市長、副市長、教育長および市議会議員の資産等報告書および所得等報告書の

審査等

応募資格 地方自治法第 18 条に定める選挙権を有する市民。ただし、現在、市長、副市長、教育

長、議員の職にある市民およびこれらの 2親等以内の親族および同居の親族および笠

間市職員である市民は除きます。

定員 3 名

報酬 日額 10,000 円

選考方法 応募者の中から、市長が公正を期して選出し、議会の同意を得て委嘱します。選考結

果はその旨を通知します。

応募方法 窓口に備え付けの応募用紙および履歴書に必要事項を記入のうえ、持参あるいは郵

送してください。

応募用紙および履歴書は市ホームページからもダウンロードできます。

応募期限 令和 3年 1月 7日（木） ※消印有効

申・問 秘書課(内線 227）〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 笠間市役所 市長公室 秘書課

⑧ 笠間市政治倫理審査会委員を公募します

④ぺージ
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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）



子育て世帯が仕事と育児を両立し安心して子育てをするためには、地域の方による助け合いの

力が必要です。

空いている時間を使って子育て支援に参加してみませんか。皆さんのご協力をお願いします。

内容 平日の午前 9時から午後 7時までのご都合のよい時間に自宅や公共施設等で児童の預かり、

児童館など市内イベント会場で短時間の託児、保育施設等への送迎など。

※報酬額 1時間あたり 700 円

対象 市内在住で心身ともに健康で活動に賛同していただける方

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。初めに会員登録と援助活動に関する

講習会を受講していただきます。詳しくはお問い合わせください。

申・問 笠間市ファミリーサポートセンター事務局(笠間市児童館内:笠間市南友部 1966-140）

℡ 0296-77-9050

⑨ 子育てをサポートする協力会員を募集します

水道管布設替工事に伴い、交通規制を行います。通行の際には、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、通行される方には大変ご迷惑をおか

けしますが、ご理解とご協力をお願いします。

期間 12 月中旬～令和 3年 2月下旬(予定）

区間 笠間市池野辺地内

内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時）※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

施工業者 (株)ゴミタ

問 水道課(内線 71221）

⑩ 水道管布設替工事に伴う交通規制を行います
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発熱等の症状があり、かかりつけ医がない場合などの受診先電話相談窓口
受診・相談センター
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）



携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電製品には、貴重な金属資源が多く含まれているにもか

かわらず、その多くがリサイクルされずに廃棄されています。

市では不要になった小型家電製品の回収を行っています。貴重な金属資源やプラスチックのリ

サイクルを強化していますので、ぜひご協力ください。

回収場所 環境保全課 笠間支所地域課 岩間支所地域課

回収方法 直接お持ちください。(回収手数料はかかりません。)

留意事項 ①個人情報は必ず消去してからお持ちください。

②危険防止のため、分解した小型家電の持ち込みはご遠慮ください。

③取り外しが容易な乾電池やバッテリー等は外してお持ちください。

回収品目 デジタルカメラ、ゲーム機、ACアダプタ、計算機、電子手帳、携帯音楽プレーヤー、

ビデオカメラ、携帯電話･スマートフォン、カーナビ、ラジオ、ルーター･スイッチ、

ICレコーダー、補聴器、ポータブルDVD･BDレコーダー/プレーヤー、電子書籍端末、

ノートパソコン、タブレット端末、磁気ディスク装置等(ハードディスク･USB メモリ･

メモリーカード）、ゲームソフト(CD･DVDを除く）、電子体温計、電気式温湿度計、電子

式ヘルスメーター、電子式ベビースケール、デジタル歩数計、フィルムカメラ、ヘア

ードライヤー、電気かみそり、電気脱毛器、電動歯ブラシ、電子時計、電気時計

計 31品目

問 環境保全課(内線 126） 笠間支所地域課(内線 72115） 岩間支所地域課内線 73115）

⑪ 不要になった小型家電製品を回収しています

⑥ぺージ
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令和 3 年 3 月 31 日で岩間支所内の常陽銀行派出所が廃止になります。
市税等は安全で安心な口座振替や金融機関、コンビニ、スマート
フォン(PayPay、LINE Pay)を利用した納付が便利です。

｢CO２削減 エコライフチャレンジ2020｣は県央地域が一体となって、より良い未来をめざすため、

温室効果ガスの排出量を削減する取り組みです。

12月の電気の検針票が届いたら、すぐに参加してみてください。参加者全員にエコバッグをプ

レゼントします。

申込方法 11 月から 12月末までの間、省エネ・節電を心がけた生活で、電気使用量の削減に取り

組みます。自宅に届いた 12月分の｢電気ご使用量のお知らせ｣をもとに、参加申込兼報

告書を窓口へ直接またはメール等で提出してください。申込用紙は、市ホームページ

(トップページ⇒CO2削減で検索)からダウンロードできます。

申込期間 12 月 7 日（月）～令和 3年 1月 15 日（金）

申 環境保全課(内線 125) 笠間支所地域課(内線 72115)

岩間支所地域課(内線 73115） メール ecocha@city.kasama.lg.jp
問 環境保全課(内線 125）

⑫ ひとり一人の取り組みが地球温暖化対策につながります

いばらき電子申請



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。

案件名 笠間市景観計画(案）

案の趣旨

本市は、豊かな自然や、歴史的建造物、特徴的な産業などの多様な景観特性を有し、美しい景

観が形成されています。

その一方、市民の方が景観への魅力をあまり感じていないことや、自然的な景観や市街地の賑

わい景観が以前と比べ悪くなっていることなどの課題が市民アンケートであげられています。

これらのことから、本市に存在する地域固有の資源を美しく保ち、高めていくこと、資源同士

をつなげ、相乗効果を図ることで、景観の保全だけでなく、将来的に本市の魅力向上や地域活性

化につなげていくことが重要であると考えます。

この度、総合的な景観形成を図り、魅力を高めるための｢笠間市景観計画(案)｣について、ご意

見を募集します。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファクス、メールで提出してください(書式自由）。

※いただいたご意見は、市からの回答とともに市ホームページに掲載します。

意見募集期間 12 月 9日（水）～28 日（月）

提出先・問 都市計画課(内線 586） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-5009 メール info@city.kasama.lg.jp

⑭ 皆さんのご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～
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笠間市公式 LINE をはじめました。
生活に役立つ情報をお届けします。

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。

申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

⑬ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します

日時(令和 3年) 内容

1 月 19 日(火)

午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

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

1 月 28 日(木)

2 月 19 日(金)
法律相談:元大学教授 山口 康夫さん

やまぐち や す お

2 月 5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



委員会は傍聴することができます。

日時 12 月 24 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 ・施設モニタリング ・排ガスの維持管理・浸出水の放流

(3)今後の監視活動計画(案）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 12 月 24 日（木）午前 9時まで

申・問 環境保全課(内線 127）

※コロナウイルス感染症の影響により、文書開催となる場合があります。

⑯ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

拉致問題は、我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決を始めとする北朝鮮当局による人権

侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心

と認識を深めていくことが大切です。

問 政府拉致問題対策本部 ホームページ https://www.rachi.go.jp

⑰ 12 月 10 日から 16 日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

近年、送電線に農事用ビニール等が付着する事故が発生しています。風のある日は今一度、農

事用ビニール等の状態を点検するなど、舞い上がり防止にご協力ください。

また、農事用ビニール等が舞い上がり送電線に付着してしまった場合は、東京電力パワーグリ

ッド(株)カスタマーセンターへご連絡ください。

問 東京電力パワーグリッド(株)カスタマーセンター ℡ 0120-995-007

⑱ 送電線付近での農事用ビニール等の舞い上がり防止にご協力ください

有料期間 12 月 31 日（木）午後 5時～令和 3年 1月 1日（金・祝）午後 5時

令和 3年 1月 2日（土）～5日（火）午前 8時～午後 5時

利用料金 1 回につき、普通自動車･軽自動車:500 円 小型バス:1,000 円 大型バス:1,500 円

自動二輪:250 円(サイドカー付き:500 円) トライク(三輪バイク):500 円

問 観光課(内線 516）

⑲ 年末年始は市営荒町駐車場が有料になります

⑧ぺージ
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市内で採取された野生キノコ類から食品中の放射性物質に係る基準値(100ベクレル/kg)を超え

る放射性セシウムが検出され、国より出荷制限の指示がありました。

つきまして、安全性が確認されるまでの間は野生きのこ類の出荷および販売はできません。

問 農政課(内線 530) 県央農林事務所 笠間林業指導所 ℡ 0296-72-1174

⑮ 野生きのこ類の出荷および販売が制限されています

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



付近にお住まいの方、通行される方には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いします。

規制期間 12 月 31 日（木）～令和 3年 1月 3日（日）

規制箇所 荒町角交差点から大町交差点までの区間約 350ｍ

高橋町交差点から笠間市役所笠間支所角の丁字路までの区間約 150ｍ

規制時間 12 月 31 日（木）午後 11 時～令和 3年 1月 1日（金・祝）午後 7時

令和 3年 1月 2日（土）午前 9時～午後 6時

令和 3年 1月 3日（日）午前 9時～午後 5時

※参拝者の安全確保のため規制時間を変更することがあります。

規制内容 車両全面通行止め(歩行者専用)

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222（月曜休業）

⑳ 年末年始は笠間稲荷神社周辺の交通規制を行います

※12月 7 日(月）・14 日(月）・21 日(月）、1月 12 日(火）・18 日(月）・25 日(月)は休館

問 かさま歴史交流館井筒屋(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

㉑ 12月･1月はかさま歴史交流館 井筒屋の開館時間が変わります

12 月

開館時間

12月1日(火)～24日(木) 12月25日(金)～31日(木) 大晦日～元日

午前 9時～午後 9時 休館
12月31日(木)午後10時

～1月 1日(金･祝)午前 4時

1 月

開館時間

1月1日(金・祝)～3日(日) 1月4日(月)～8日(金) 1月9日(土)～31日(日)

午前 9時～午後 7時 午前 9時～午後 6時 午前 9時～午後 9時
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令和2年12月 3 日 第 2‐25号

笠間工芸の丘は 12 月 21 日(月)～1月 1 日(金･祝)まで休館し、1月 2日(土)より通常開館し

ます。

※開館時間は｢平日が午前 10時から午後 4時｣ ｢土日祝日が午前 10時から午後 5時｣です。

問 笠間工芸の丘(株) ℡ 0296-70-1313

㉒ 笠間工芸の丘の年末年始開館時間をお知らせします

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



【年末年始の営業時間】

【イベントについて】

12 月 25 日(金) ご来館いただいた方の中から抽選で20名様にクリスマスプレゼントをお贈りします。

1月 2日(土）、3日(日) かめやでお食事をされた方限定でみかんのプレゼントと新年の運勢を占

うおみくじを用意しています。（なくなり次第終了)

1月 11日(月・祝) 変わり湯は松湯です。松の花言葉は｢不老長寿｣です。松に含まれる精油成分

には殺菌作用、血行促進、疲労回復などの効果があります。縁起物の松湯で、

1年の心身の無事を祈願しましょう。※内容は変更になる場合があります。

問 いこいの家はなさか(笠間市橋爪 586-4） ℡ 0296-77-5110

㉓ いこいの家はなさかからのご案内です

営業日 営業時間 入館料

12月 29日(火）、30日(水） 通常営業 中学生以上:410円 小学生以下:300円

12月 31日(木）、1月1日(金・祝） 休館 －

1月 2日（土）、3日（日） 午前 10 時～午後 5時 中学生以上:510円 小学生以下:300円

1月4日（月） 休館 －

畜産試験場跡地隣接地(笠間市平町)に整備する多目的広場の整備内容や、今後のスケジュー

ル等について説明会を実施します。申し込みは不要ですので直接お越しください。

日時 12 月 23 日（水）午後 7時

場所 友部公民館 2階 大会議室(笠間市中央 3-3-6)

内容 整備内容等について

問 企画政策課(内線 591）

㉕ 多目的広場にかかる住民説明会を開催します

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、次の行事が中止となります。

㉔ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事等の中止をお知らせします

内容 問

12 月 31 日（木)：かさま除夜の鐘 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222

令和 3年 1月 5日（火）：新年賀詞交歓会 秘書課(内線 226)

愛宕神社で年越しと初詣はいかがでしょうか。愛宕山山頂大駐車場から愛宕神社境内まで歩

きます。先着300名に、笠間焼の湯呑みを贈呈します。当日はマスクの着用をお願いします。

事前申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。

日時 12 月 31 日（木）午後 11時～午前 0時 30 分

記念品配布場所 愛宕神社境内(笠間市泉 101)

参加費 無料

問 愛宕神社 ℡ 0299-45-5637

㉖ 来年へ歩く会

⑩ぺージ
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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。



英語を使ってみたい、外国のことについて聞いてみたい方は英語圏出身のネイティブスピー

カーと英語で触れ合ってみませんか。英会話やゲームなどの活動なので、英語が苦手な方でも

参加できます。お気軽にご参加ください。

日時 令和 3年 1月 5日（火）昼の部：午後 2時～2時 50 分、午後 3時～3時 50 分

夜の部：午後 7時～7時 50 分

場所 地域交流センターともべ 会議室（笠間市友部駅前 1-10）

講師 国際交流員：アンドリュー･アイガルさん

英語指導助手：セニダマヌ・ドゥルタロさん、ほか 1名

対象 市内在住、または在勤で 18歳以上の方

定員 各 30 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 電話またはメールで氏名、参加希望時間、電話番号をお知らせください。

申込期限 令和 3年 1月 4日（月）

申・問 市民活動課(内線 133） メール katsudo@city.kasama.lg.jp
※マスクの着用をお願いします。入館の際は、｢いばらきアマビエちゃん｣への登録もお願いします。

※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になることがあります。随時、市ホ

ームページに掲載します。

㉗ イングリッシュ・スペース

コロナで落ち着かなかった一年の垢落としに、思いっきり楽しんで不安な気持ちを吹き飛ばし

てください。

㉘ ほのぼの寄席

日時 12 月 19 日（土）午後 6時～8時

場所 かさま歴史交流館 井筒屋 1階カフェスペース(笠間市笠間 987)

内容
落語：万葉亭 小太郎さん、二松亭 ちゃん平さん 朗読：純翠さん、喜美野 ひとみさん

まんようてい こ た ろ う にしょうてい ぺい じゅんすい き み の

紙芝居：ば～ばらひら ギター漫談：流しのてっちゃん
なが

定員 25 名(予約優先)

入場料 木戸銭 500 円、高校生以下無料(当日受付にてお支払い下さい。）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118(月曜日休館、祝日の場合は翌日が休館）

日時 12 月 26 日（土）午後 2時～4時

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

内容
落語：万葉亭 小太郎さん、万葉亭 すももさん、麹家 こうじさん

まんようてい こ た ろ う まんようてい こうじ や

昭和歌謡：流しのてっちゃん、北浦ミミさん
なが きたうら

定員 90 名

入場料 500 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。

申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637
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令和2年 12月 3 日 第 2‐25号

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



人生 100 年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。どなたでも参加できますので、幅広い学

びを通じた仲間づくりにより見知らぬ自分を発見しましょう。マスク着用でご参加ください。

場所 まちの駅笠間宿ふれあいサロンかさま～る(笠間市笠間 2247）

定員 20 名(先着順）

参加費 1,000 円/各回

申込方法 開催日前日までに電話、FAX またはメールでお申し込みください。

申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 塙 ℡ 090-8800-3248 FAX 0296-72-0654
はなわ

メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp
※笠間ふれあい大学は、笠間市社会教育推進事業補助金を受けて活動しています。

㉜ 笠間ふれあい大学令和 3年 1月講座のご案内

日時(令和 3年) 内容

1 月 16 日(土)
午前 10 時

～正午

新春 ｢健康カラオケ教室｣ 飲まない吸わない触らない

講師：グラウンドワーク笠間 井坂 光男さん
い さ か み つ お

1 月 30 日(土)
｢女方玉三郎一座｣ 正月公演 ～歌と踊りと涙と笑い～

講師：筑西市ふるさと大使 並木 勝利さん
な み き かつとし

職場で建築大工職として現場作業の指導を受けながら、3年間就学すると 2級技能検定の受検

資格が得られ、技能照査(卒業試験)に合格すると学科試験が免除されます。

訓練日時 毎週火・金曜日 午後 6時 30 分～9時 30 分

対象 中学校以上を卒業し(3月卒業見込みも含む)水戸市周辺の事業所に雇用された方、建築･

大工に興味のある方

授業料 年間 65,000 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。

申込期限 令和 3年 3月 31 日（水）

申・問 水戸建築高等職業訓練校(水戸市住吉町 63-1) ℡ 029-239-3731

㉛ 水戸建築高等職業訓練校生徒募集

日時 令和 3年 1月 24 日（日）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

内容 テーマ:目指した夢の向こう側 講師：早瀬 久美さん
は や せ く み

参加費 1,000 円

問 笠間市聴覚障害者協会 増子 FAX 0296-78-4283 メール kasama.deaf3.3@gmail.com

㉚ 手話講演会

上映日 令和 3年 1月 10 日（日)

場所 茨城県総合福祉会館コミュニティーホール(水戸市千波町 1918）

申込方法 窓口で直接お申し込みください。前売り券のみの販売です。

申・問 (一社)茨城県聴覚障害者協会(茨城県立聴覚障害者福祉センター｢やすらぎ｣内:水戸市

住吉町 349-1) ℡ 029-248-0882 FAX 029-246-0998

㉙ 茨城県聴覚障害者協会 上映会のご案内

内容 70年間のろう運動懇談会DVD 映画「咲む」
え

時間
午後 1時

受付:午後 0時 30 分

午前 10時、午後 2時 30 分、午後 6時

受付:開始の 30 分前から

入場料 300 円 高校生以上:1,200円 小中学生:500円 未就学年:無料
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