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12 月 15 日現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、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 15 日現在)＞

陽性者 26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

① 新型コロナウイルス感染症関連情報

【回覧】お早めに回してください 全 10ページ(A3…2 枚、A4…1枚)



安全・安心な初詣を行っていただくため、市内の神社等では新型コロナウイルス感染防止対策

を講じて皆さんをお迎えします。参拝の際は、｢新しい生活様式｣や｢新しい旅のエチケット｣など

に心がけ、神社等が行う対策にご協力ください。

神社等が行う主な対策

1.分散参拝に心がけてください。

2.次の兆候がある方は参拝をお控えください。

37.5 度以上の発熱、風邪の諸症状、体調不良(だるさ等)のある方、新型コロナウイルス感染症

陽性者の方と濃厚接触がある方、過去 2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴の

ある方や当該者と濃厚接触がある方

3.参拝場所によっては、お札の事前申し込みや郵送受け取り等が可能ですのでご利用ください。

4.接触確認アプリ｢COCOA｣や｢いばらきアマビエちゃんアプリ｣をご利用ください。

参拝所内では

大声での会話を控える、マスクを着用する、ソーシャルディスタンス(1ｍ以上)を確保する、

手指の消毒をするなどの対策をお願いします。

場所によっては、一方通行や臨時のお賽銭箱やお守り配付所がありますので、ご利用ください。

問 観光課(内線 517）

② 初詣における感染防止対策にご協力ください

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した、中小企業者等が所有する事業用家

屋および償却資産について、令和 3年度の固定資産税が軽減されます。

対象資産 事業用家屋および設備等の償却資産

対象年度 令和 3年度

軽減率 令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入合計の対前年同期比減少率

50％以上減少：全額 30％以上 50％未満減少：1/2

対象者 中小企業者等で風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第 2条第 5項に

規定する｢性風俗関連特殊営業｣を営んでいない者

申告方法

1.中小企業者等は、税理士、会計士や商工会といった全国に存在する認定経営革新等支援機関

等に(1)中小企業者等であること(2)事業収入の減少(3)特例対象家屋の居住用事業用割合につ

いて確認を受ける。

2.中小企業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する

申告(以下｢申告書｣という)は、記載例および固定資産税納税通知書を確認のうえ、記載する。

3.認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に併せて、同機関に提出した書類(コ

ピー可)と同じものを税務課へ提出する。

必要書類 1.申告書原本 2.収入減を確認できる書類

3.特例対象家屋の事業用割合を占める書類(青色申告書の写し、新築の場合見取り図等）

4.猶予の金額や期間等を確認できる書類(収入減に不動産賃料の｢猶予｣が含まれる場合)

申告期間 令和 3年 1月 4日（月）～2月 1 日（月）

申・問 税務課(内線 111）

申告方法や制度の詳細については市ホームページまたは

中小企業庁ホームページをご確認ください。

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等の方に

固定資産税の軽減措置があります

笠間市 中小企業庁

②ぺージ
2020-1217

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



市では、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で売上げが減少している法人や個人事業主等

の方を対象に独自の支援策として、賃料の一部を補助します。

国の家賃支援給付金との併用はできませんので、内容をご確認のうえ申請してください。

補助対象者 次のすべてに該当する方

〇市内の土地・建物を賃借している中小企業、フリーランスを含む個人事業主等、医療法人、NPO

法人、社会福祉法人など幅広く対象とします。

〇令和 2年 5月～12月の売上高が次のいずれかに該当する方。

・1か月の売上が前年同月比 20％以上 50％未満減少している。

・連続する 3ヶ月の売上合計が前年同期比 15％以上 20％未満減少している。

〇自らの事業のために占有する土地、建物の賃料を負担している方。

〇市に納税すべき税について未納のない方

〇国の家賃支援給付金の対象とならない方

〇いばらきアマビエちゃんに事業者登録している方

補助対象経費 補助対象者が支払った土地・建物の賃料(消費税を含む）

補助金額 ・賃料の 3か月分のうち 2/3(1,000 円未満は切り捨て）

・法人:最大 60 万円 個人事業主:最大 30 万円

申込期限 令和 3年 1月 15 日（金）

申・問 商工課(内線 511）

④ 笠間市家賃支援補助金の締め切りが迫っています

詳しくはこちら

高齢者の消費生活相談は、依然として笠間市消費生活センターに寄せられる相談の半数以上を

占めています。年末年始に向けて、何かと慌ただしくなりますが、悪質商法の手口を知って、被

害に遭わないようにしましょう。

｢変だな｣｢困ったな｣と思ったら一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。

問 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内）

相談専用電話：0296-77-1313

相談受付時間：月～土曜日 午前9時～正午、午後1時～4時(日曜、第2・第4火曜は休館日）

消費者ホットライン：188(イヤヤ) ※お住いの近くにある消費生活センターにつながります。

⑤ 悪質商法等の詐欺に注意しましょう

手口 対策

架空請求

不当請求

はがきで裁判になっている・携帯電話に

未納料金が発生している・パソコン、スマ

ホに請求画面が表示されているなど

身に覚えのない請求には応じず、無視をし

てください。

通信販売

テレビショッピング・ネット通販などお

試しのつもりが定期購入になっていた健

康食品・ダイエット食品

通信販売には、クーリングオフ制度はあり

ません。契約内容や解約条件をしっかり確

認しましょう。

訪問販売

無料診断、無料点検、保険金が使える｢火

災保険を使って自宅を修理しませんか｣

などの誘い文句に注意

契約しても 8 日間以内であればクーリン

グオフができます。

電話勧誘
電話料金が安くなる、電気料金が安くな

る等のしつこい勧誘

今日だけ、今だけ、あなただけと言われて

も不要なものはきっぱりと断りましょう。

令和2年 12月 17 日 第 2‐27号
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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。



第 58 回県下中学校交歓笠間市駅伝大会を新型コロナウイルス感染症対策を実施したうえで、

笠間芸術の森公園を会場として開催します。

下図のとおり交通規制(全面通行止め)を行いますので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、ご理解ご協力をお願いします。

日時 令和 3年 1月 17 日（日）（予備日：24 日（日））

スタート：女子の部 午前 9時、男子の部 午前 10 時 15 分

走路 笠間芸術の森公園の外周一帯(ギャラリーロード、三軒屋地域ほか)

スタート・ゴール：笠間芸術の森公園イベント広場

交通規制時間 午前 9時～正午

問 スポーツ振興課(内線 392）

⑥ 県下中学校交歓笠間市駅伝大会の開催に伴い交通規制を行います

市では、昨年度風しん抗体検査を実施していない方を対象に、4月に風しんの抗体検査の無料

クーポン券を送付しました。まだ検査が済んでいない方は、早めに検査を実施していただくよう

お願いします。

風しん抗体検査を実施して抗体がない場合は、クーポン券を使用して無料で予防接種を受ける

ことになります。抗体検査の結果は、受診機関によって約 1か月かかる場合があります。

令和 4年 3月 31 日までの期間内に抗体検査および予防接種が完了するようにしてください。

対象 昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4月 1 日の間に生まれた男性

検査･接種期間 令和 4年 3月 31 日まで

問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑦ 対象の成人男性は風しん抗体検査・予防接種を無料で受けられます

④ぺージ
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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。

陶芸大学校

実線部・・・全面通行止



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 笠間市公共施設等適正配置計画（案）

案の趣旨

本計画は、｢笠間市公共施設等総合管理計画｣で定めた｢総合的かつ計画的な管理に関する基本方

針｣を踏まえ、必要な機能は維持しつつ、公共施設の数や規模を将来の市の人口や財政規模に見合

ったものにするため、施設ごとに今後の具体的な方向性を定め、計画的に取り組むための指針を

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、ファックス、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 24 日（木）～令和 3年 1月 12 日（火）

提出先・問 資産経営課(内線 571) 〒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 笠間市いじめ防止対策推進条例（案）

案の趣旨

本条例は、国の｢いじめ防止対策推進法｣および｢茨城県いじめの根絶を目指す条例｣を踏まえ、

教育委員会や学校はもとより、市を挙げて一層いじめの防止等に向けた対策に取り組み、学校内

外を問わずいじめが行われなくなるよう努め、本市の児童生徒が安心して生活し健やかに成長で

きる環境を実現することを目的とし制定するものです。

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、ファックス、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 24 日(木)～令和 3年 1月 12 日（火）

提出先・問 学務課(内線 374) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-78-1023 メール info@city.kasama.lg.jp

⑨ 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～

デマンドタクシーかさまの運行、予約センターともに12月29日(火)から令和3年1月3日(日)

の間は運休です。

令和3年1月4日(月)から通常どおり運行しますので、皆さんのご利用をお待ちしています。な

お、1月 4日(月)の運行便は 12月 26 日(土)から予約ができます。

デマンドタクシーかさま予約センター ℡0296-70-9000
※おかけ間違いのないようご注意ください。

問 笠間市商工会 友部事務所 ℡ 0296-77-0532 企画政策課(内線 556)

⑧ ｢デマンドタクシーかさま｣年末年始は運休します

令和2年 12月 17 日 第 2‐27号
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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。



2 月は、経済産業省主唱の｢省エネルギー月間｣です。ウォームビズの取り組みや、トイレの使

用後はふたを閉める、お風呂は続けて入るなど、ちょっとした工夫でエネルギー量を削減する

だけでなく家計も節約することができます。

また、電気を正しく使うことも、ECO につながります。

問 (一財)関東電気保安協会 茨城事業本部 ℡ 029-226-3221

環境保全課(内線 125）

⑪ 冬の省エネを実践しましょう

家庭のごみを、収集日より前の日に集積所へ出す方や、集積所でない場所に出す方が見受けられ

ます。ルールを守らないごみ出しは悪臭等の原因となり、周りの住民の方々に迷惑となります。家

庭ごみは、収集日当日の午前8時までに地域の集積所に出すよう、ご協力をお願いします。

また、地域の集積所に出せるごみを、直接処理場に持ち込まれる方も多く見受けられます。

ごみ処理場の個人ごみ受け付けは、本来、引越しなど一時的に大量のごみが出た場合や、集積

所に出せない粗大ごみを持ち込んでいただくことを目的としています。

集積所に出せるごみは、地域の集積所を利用し、ごみの減量化、再資源化にご協力ください。

問 環境保全課(内線 127）

⑫ 家庭のごみはルールを守って集積所に出しましょう

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相

談は、法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。

相談内容についての秘密は厳守されますので、お気軽にご相談ください。

【弁護士相談について】

午後 1時から弁護士も相談をお受けします。相談時間は 1件 30 分以内です。希望される方は、

午前の部で人権擁護委員と内容を整理したうえでご相談ください。

日時 令和 3年 1月 20 日（水）午前 10時～午後 3時 最終受け付け：午後 2時 30 分

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

問 社会福祉課(内線 157）

⑩ 特設無料人権相談を開設します

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。



市では笠間芸術の森公園に国内最大級のスケートパークを整備しているほか、日本遺産に認定

された笠間焼をはじめとする文化や芸術など豊富な地域資源を有しています。シンポジウムで

は、スポーツと地域資源等を掛けあわせたまちづくりについて考えます。

現地とオンライン配信による同時開催をしますので、お気軽にご参加ください。

日時 令和 3年 1月 26 日（火）午後 1時 30 分～4時 30 分

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

内容 基調講演：スポーツツーリズムと地方創生

講師：早稲田大学スポーツ科学学術院教授 原田 宗彦さん
は ら だ むねひこ

パネルディスカッション：スポーツを活かしたまちづくり

パネリスト：(株)ムラサキスポーツフィールドアウトレットマネージャー 和賀 誠さん
わ が まこと

日本都市計画家協会理事、(株)アルメック VPI 執行役員 内山 征さん
うちやま すすむ

スポーツ庁参事官(地域振興担当) 原口 大志さん
はらぐち だ い し

笠間市長 山口 伸樹
やまぐち しんじゅ

定員 200 名 ※新型コロナウイルス感染症対策により人数を制限する場合があります。

参加費 無料

申込方法 QR コードからお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 19 日（火）

申・問 茨城県都市計画課企画グループ ℡ 029-301-4583

県ホームページ⇒｢茨城県都市計画課｣で検索

⑬ まちづくりシンポジウム ｢スポーツを活かしたまちづくり」

QR コード
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2021年オリンピックイヤーを記念し、｢スポーツのチカラ｣で地域の活性化を取り戻すため、元

バドミントン日本代表選手の潮田玲子さんを講師にお迎えし、新春講演会を開催します。
し お た れ い こ

コロナ禍でも元気を与えてくれるポジティブな講演を聴いてみませんか。

日時 令和 3年 1月 30 日（土）

受付:午後2時 30分～ 新春挨拶:午後3時～3時30分 講演会:午後3時30分～4時 40分

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

講師 元バドミントン日本代表選手 潮田 玲子さん
し お た れ い こ

定員 250 名(応募者多数の場合は抽選)

参加費 無料

申込方法 氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレスを明記のうえメールまたは FAX、

QR コードでお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 8日（金）

申・問 秘書課(内線 226) FAX 0296-78-0612 メール hisho2@city.kasama.lg.jp
※新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。

⑭ 2021 年 新春講演会

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）

QRコード



子育てをがんばっているみなさん、時にはリフレッシュしませんか。癖や歪みを整え、自分で

できるマッサージを学ぶチャンスです。

場所 笠間市児童館 遊戯室(笠間市南友部 1966-140）

講師 菊池 聡子さん
き く ち さ と こ

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親(託児付き）

定員 各回 8名(応募者多数の場合は抽選）

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・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

⑯ ママ・リフレッシュ｢骨盤矯正」

日時

(令和 3年)

1 月 14 日(木） 1月 28 日（木）

午前 10時 30 分～11 時 30 分

申込期間 1 月 4 日（月）～11 日（月） 1月 18 日（月）～25 日（月）

抽選結果 1 月 12 日（火）に電話連絡 1月 26 日（火）に電話連絡

｢かさま消費者大学｣では不当請求･架空請求や悪質な訪問販売など高齢者をターゲットにした

消費者トラブルを学び現在 25 名の消費生活マイスターが誕生し、活動をしています。お住いの

地域などで｢消費生活マイスター｣として活躍してみませんか。

介護･財産･終活について、地域の方々への情報発信役として役立つ講座ですので、ぜひご参

加ください。

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）

対象 市内に在住または勤務する方

※消費生活マイスターへの登録は 18歳以上ですべての講座を受講された方

定員 40 名(定員になり次第締め切り)

参加費 無料

申込方法 直接窓口または電話でお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 22 日(金)

申・問 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内） ℡ 0296-73-6877

月～土曜日午前9時～4時(日曜、第2・第4火曜は休館日）

⑮ かさま消費者大学～消費生活マイスター養成講座～

回 日時(令和 3年) 講座内容

1 1月25日(月)
午後1時30分

～3時 30 分

法律と介護の話 講師：元国士舘大学教授 山口 康夫さん
やまぐち や す お

2 2月 8日(月) 財産の話 講師：つくばね法律事務所 弁護士 高中 学さん
たかなか まなぶ

3 2月15日(月) 終活の話 講師：笠間市地域包括支援センター

今回の企画展では｢茨城の鉱物｣として指定されているリチウムペグマタイト(リチア電気石)

の展示や解説を行います。ぜひご来場ください。

日時 令和 3年 1月 19 日（火）～5月 23 日（日） ※月曜日休館、祝日の場合は翌平日

午前 9時～午後 4時 (4 月からは午後 5時まで)

場所 石の百年館(JR 稲田駅隣接：笠間市稲田 2307)

入館料 無料

問 商工課(内線 510)

⑰ 石の百年館企画展｢リチウムペグマタイト｣展
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便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



笠間市と益子町が共同で申請し、日本遺産に認定されたストーリー｢かさましこ～兄弟産地が

紡ぐ“焼き物語”～｣を知っていただくため、市民の方を対象にそのストーリーに関係ある施設を

笠間ふるさと案内人(観光ガイド)が案内するバスツアーを開催します。

コースには茨城県陶芸美術館で開催される日本遺産認定記念企画展の観覧もありますので、こ

の機会に日本遺産に認定された地元の魅力に触れてみてはいかがでしょうか。

発着場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 集合時間：午前 8時 50 分

対象 市内在住の方

定員 各コース 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 2,000 円(3 歳以下無料。当日ご持参ください）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 11 日（月･祝）

申・問 (一社)笠間観光協会 TEL:0296-72-9222 (12 月 26 日(土)～31 日(木)は休業です）

※新型コロナウイルス感染症の状況等により行程変更･中止となる場合もあります。

※お申し込みはお一人様各コース 1回までです。

⑱ 笠間の日本遺産を巡るバスツアー

コース 日時(令和 3年) 行程

○A
歴史

散策

1月 19 日(火)･21 日(木)

午前 8時 50 分～午後 4時

楞厳寺～真浄寺～昼食(19 日:味の店はらだ、21 日:森のレ

ストランMonomi)～茨城県陶芸美術館～茨城県立笠間陶芸

大学校～笠間稲荷神社

1月 23 日(土)

午前 8時 50 分～午後 4時

楞厳寺～真浄寺～昼食(味の店はらだ)～茨城県陶芸美術館

～春風萬里荘～製陶ふくだ

○B
笠間焼

散策

1月 27 日(水)･29 日(金)

午前 8時 50 分～午後 4時

製陶ふくだ～鳳台院～笠間稲荷神社～昼食(森のレストラン

Monomi)～精土工場(笠間焼協同組合)～茨城県陶芸美術館

～茨城県立笠間陶芸大学校

1月 31 日(日)

午前 8時 50 分～午後 4時

製陶ふくだ～鳳台院～笠間稲荷神社～昼食(森のレストラン

Monomi)～茨城県陶芸美術館～陶の小径(陶雛)

お正月抽選会もありますので、ぜひお越しください。

⑲ 笠間新春落語まつり

あたごふれあい寄席 トモアふれあい寄席

日時

(令和3年)

1 月 23 日（土） 1月 24 日（日）

開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分～4時

場所
地域交流センターいわま｢あたご｣

(笠間市下郷 4438-7）

地域交流センターともべ

(笠間市友部駅前 1-10）

出演 林家 扇兵衛さん、柳亭 市寿さん、桂 竹紋さん、万葉亭 小太郎さん
はやしや せん ベ え りゅうてい いちじゅ かつら たけもん まんようてい こ た ろ う

定員 30 名 40 名

入場料 大人 1,500 円

申込方法 窓口で直接お申し込みください。空席があれば当日でもお申込みできます。

申・問
地域交流センターいわま｢あたご｣

℡ 0299-57-3357

地域交流センターともべ

℡ 0296-71-6637
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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



岩間地区特産の竹と光をテーマに装飾を行いましたのでぜひご覧ください。

点灯日時 12 月 12 日（土）～令和 3年 1月 31 日（日）午後 5時～午前 0時

場所 すずらんロード商店街と岩間駅西口多目的広場(笠間市下郷 4439-14）

問 笠間市商工会 岩間事務所 ℡ 0299-45-5711

㉓ イルミネーション点灯中

ステージで演技可能なパフォーマンスのできる団体または個人の方を募集します。

日時 令和 3年 4月 4日（日）午前 10時～午後 4時

場所 大池公園(笠間市赤坂 20）

対象 20 歳以上の方

申込期限 令和 3年 1月 20 日（水）

問 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844

※新型コロナウイルスの感染拡大により変更または中止になる場合があります。

㉔ お花見イベント出演者募集

生活保護に関する無料の電話相談会を開催します。

日時 令和 3年 1月 24 日（日）午前 10時～午後 4時

受付番号 フリーダイヤル 0120-052-088

問 茨城県青年司法書士協議会 ℡ 029-886-5908

㉒ 司法書士による｢全国一斉生活保護相談会｣

身体を癒す効果のある｢アロマ｣と｢音楽｣を融合させた新しい形のコンサートです。

日時 令和 3年 1月 15 日（金） 開場：午後 1時 45 分 開演：午後 2時～午後 3時 30 分

場所 かさま歴史交流館井筒屋 会議室(笠間市笠間 987）

講師 丹家 倫子さん、栗崎 ひとみさん、田辺 祐子さん
たん げ と も こ くりさき た な べ ゆ う こ

定員 20 名(先着順）

参加費 2,500 円

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 令和 3年 1月 12 日（火）

申・問 NPO 法人ららら音楽アトリエ ℡ 080-2381-8787

※｢親子･多世代対象コンサートららら｣は笠間市まちづくり市民活動助成金を受けて活動しています。

⑳ 親子･多世代対象コンサートららら－アロマと音楽－

琴演奏では古典からポップスまで幅広く選曲。ピアノとのデュオもお楽しみください。

日時 令和 3年 1月 16 日（土）開場：午後 2時 開演：2時 30 分

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987)

出演 琴演奏者：東海林 一代さん ピアノ演奏者：小林 萌里さん
し ょ う じ か ず よ こばやし もえ り

定員 25 名

参加費 2,000 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。

申・問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118(月曜日休館、祝日の場合翌平日）

㉑ 琴とピアノ 新春の歌
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