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1 月 5 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(1月 5日現在)＞

陽性者 40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)



市と笠間市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症患者の治療や感染拡大防止を最前

線で行う、茨城県立中央病院を支援するため、募金活動を行っています。

皆さまのご支援ご協力をお願いします。

受付期間 1 月 29 日（金）まで

募金方法 口座振り込みもしくは募金箱

募金箱設置場所 市役所本所・笠間支所・岩間支所

笠間市社会福祉協議会本所・笠間支所・岩間支所

振込先 常陽銀行 友部支店/普通 1565688

社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会 会長 藤枝 政弘

（ｼｬｶｲﾌｸｼﾎｳｼﾞﾝ ｶｻﾏｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ ｶｲﾁｮｳ ﾌｼﾞｴﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ）

※振込手数料はご負担ください

問 秘書課(内線 224)

② 市と社会福祉協議会で県立中央病院にエール-募金にご協力ください-

市では、笠間市融資制度(自治金融・振興金融)を利用している事業者に対して、支払利子の一部

を補給金として交付します。対象の方には、1月下旬に通知を発送しますので申請してください。

申請受付

必要書類 利子補給金交付申請書、2月中に発行した納税証明書(未納のない証明）

※対象でない方、また対象者の方であっても申請がない場合や市税に未納がある場合などには、

利子補給金は交付できません。

※最近 1カ月の間に納付した市税がある場合は｢領収書や通帳記帳面の写し等｣を持参のうえ、納

税証明書(未納のない証明)を申請してください。

※3月 1日（月）以降は、いかなる理由でも利子補給金の交付申請は受け付けできません。

問 商工課(内線 511）

③ 中小企業事業資金利子補給金の申請を受け付けます

日時 場所

第 1回

2 月 4日（木）

午前 9時

～午後 5時

市役所本所 1階 商工課(笠間市中央 3-2-1）

2 月 5日（金） 市役所笠間支所 2階 大会議室(笠間市笠間 1532）

2 月 8日（月） 市民センターいわま 1階ロビー(笠間市下郷 5140）

第 2回

2月24日（水）

市役所本所 1階 商工課(笠間市中央 3-2-1）2月25日（木）

2月26日（金）

委員会は傍聴することができます。

日時 1 月 28 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：廃棄物の受入

(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 1 月 28 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。

④ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



水戸税務署では新型コロナウイルス感染症対策として、還付申告の方の相談のみ、先行で 1月

18 日(月)から受け付けします。

会場の混雑緩和のため、入場にあたって｢入場整理券｣を配布します(当日配布またはオンライ

ン事前発行）。入場整理券の配付状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。

【先行受付】還付申告の方の申告相談のみ

日時 1 月 18 日（月）～2月 15 日（月）（土日祝除く）

場所 水戸税務署(水戸市北見町 1-17）

※還付申告の方のみ受け付けします。

※｢入場整理券｣は当日、会場で配付されます。

※1月 25 日（月）以降の｢入場整理券｣は当日、会場で配付されるほか、オンラインで事前に取得

することも可能です。

【通常受付】

日時 2 月 16 日（火）～3月 15 日（月）（土日祝除く。ただし 2月 21 日(日)･28 日(日)は開場）

場所 中央ビル(水戸市泉町 2-3-2）

※当日配付またはオンライン事前発行の｢入場整理券｣が必要です。

・時期によって、会場や入場整理券の配付方法が変わりますのでご注意ください。

・入場整理券の配付方法(オンライン事前発行)については、国税庁ホームページをご覧いただき、

水戸税務署へお問い合わせください。

問 水戸税務署 ℡ 029-231-4211

⑤ 確定申告の還付申告の先行受け付けを始めます

空家に関するさまざまな困りごとについて、専門家による無料相談会を開催します。

日時 2 月 27 日（土）午後 1時～4時

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6）

内容 弁護士、司法書士、宅地建物取引士が空家の相続、売却、賃貸、管理等に関して相談に応じます。

対象 市内にある空家、もしくは近く空家になることが見込まれる住宅の所有者(管理者）

※業として管理する方は対象外

定員 6 組(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 予約票を窓口に直接持参または、郵送、FAX、メールでお申し込みください。予約票は窓口

で配布するほか、ホームページ(｢空家相談会｣で検索)からもダウンロードできます。

※予約票に空家の写真や建築関係書類等を添付していただくと、相談がスムーズです。

申込期限 2 月 5 日（金）

申・問 都市計画課(内線 534） FAX 0296-77-5009 メール akiya@city.kasama.lg.jp

⑥ 空家等無料相談会を開催します

令和3年 1月 7日 第 2‐28号
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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）



〇鳥獣被害と耕作放棄地問題

農業者の高齢化による担い手不足等により耕作放棄地が増加し、野生動物の逃げ場・隠れ場と

なり、近隣の田畑への鳥獣被害を招いています。さらに、鳥獣被害は農業者の営農意欲を低下さ

せ、さらなる耕作放棄地の増加の一因にもなるという悪循環となっています。

総合的な対策

鳥獣被害対策支援 ※【国交付金】活用の場合は事前に市との調整が必要となります。

問 農政課(内線 526）

⑦ 耕作放棄地の解消および鳥獣被害対策への支援を行っています

｢個体数調整｣

捕獲

｢生息環境の管理｣

緩衝帯の設置等

｢被害の防除｣

鳥獣を引き寄せない営農管理や侵入防止柵の設置等

事業名 事業概要 補助率

鳥獣被害防止

環境整備支援事業

【国交付金】

市町村鳥獣害対策協議会が実施する、

緩衝帯整備等の生息環境管理に関する

経費の助成

原則国1/2以内(定額の場合あり)

事業主体負担分の1/2を県補助

鳥獣被害防止

総合支援事業

(整備事業)【国交付金】

鳥獣被害防止施設(受益者 3戸以上での

電気柵設置等）、処理加工施設の整備に

要する経費の助成

定額(予算により一部自己負担)

笠間市農業

被害防止事業

鳥獣類による農業被害を未然に防止する

被害防止施設(電気柵等)を市内農地に設

置する場合、その購入費の一部を助成

[個人設置]購入費の 1/4 以内

上限：1ha 以下 20,000 円/人

1ha 以上 30,000 円/人

※茨城県鳥獣被害防止施設整備

支援事業により、市補助額と同

額の上乗せ補助があります。

[共同設置※3戸以上]

購入費の 1/3 以内

上限：30,000 円/人

[家庭菜園]購入費の 1/5 以内

上限：10,000 円/人

※茨城県鳥獣被害防止施設整備

支援事業により、市補助額と同

額の上乗せ補助があります。

多面的機能

支払交付金

農業振興地域内にある農地に対し、農業

者と非農業者の地域住民が一体となり組

織を作り、以下のような活動に対し支援

①農地維持支払

農地の草刈りや水路の泥上げなどに加え、

遊休農地発生防止のための保全管理や鳥

獣被害防護柵の適正管理

②資源向上支払(共同活動）

多面的機能の増進を図る活動として、農

地周りの環境改善活動の強化(鳥獣被害

防止のための電気柵等の設置や藪等の伐

採等)等の活動

※②資源向上支払(共同活動)は、①農地維

持支払いと併せて取り組むことが基本

①農地維持支払

水田：3,000 円/10a

畑：2,000 円/10a

②資源向上支払(共同活動)

水田：2,400 円/10a

畑：1,440 円/10a

※①と②に取り組む場合

水田：5,400 円/10a

畑：3,440 円/10a
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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。



電気柵は、通電時のショックで｢これに触れると危険だ｣と認識させることで侵入を防ぐもの

で、負傷させることが目的ではありません。また、正しい設置と運用を行わないと設置した電気

柵が役に立たず、周りに設置している電気柵へも悪影響を与えてしまいます。

電気柵の設置場所

・電気柵の外側に幅 50cm の作業路を作る。

・作業路の外側 1mは草刈りを行って、イノシシが姿を潜める場所をなくす。

・電気柵のすぐ外側がコンクリートやアスファルトにならないようにする。(電気を通しにくく

なり、流れる電力が下がってしまうため）

⇒地形上コンクリート等に隣接せざるを得ない場合は、その部分にトタンや電気柵対応型の防

草シート等の電気を通すものを敷き、電気が流れるようにする。

電気柵の設置について

・地表面と一段目、電線同士の隙間は 20cm 以下にする。

※斜面やくぼみがある場合には整地したり、支柱を増やすなどして電線の適切な高さを維持する。

・高さに不安がある場合には、電気柵の間隔を変えずに、同じように 20cm 以下の間隔で三段目

を設置する。

・碍子(ガイシ)は支柱の外側に来るように設置する。

電気柵の管理について

・24時間通電し続け、どの時間帯で電気柵に触れても必ず感電するようにする。

※夜間のみの通電は、昼間に電気柵に触れたイノシシが｢電気柵に危険はない｣と誤った認識を

してしまう可能性がある。

・設置は 1日で完了させ、その日のうちに通電できるようにする。

・通電していない状態で電線を放置しない。

・冬季でも通電をし続ける、または冬季は柵を撤去する。

・電気柵が雑草に触れることで漏電しないよう、刈払い機等による定期的な除草作業を行う。

・定期的に電圧をチェックする。

・支柱のぐらつきやアース・バッテリーコードの破損等がないかチェックする。

その他の対策

・金属繊維の編み込まれた電気柵対応の防草シートや、雑草が生えないように芝で覆うグランド

カバープランツの導入

・除草して地面に支柱を刺す際に、段ボールの切れ端を地面に置いて貫通させることで、簡易防

草シートの役目を果たし、支柱周辺で雑草が生えるのを抑えることが可能(経年劣化による交

換は必要）。

問 農政課(内線 526）

⑧ イノシシ防除のための適正な電気柵の設置･管理にご協力ください

令和3年 1月 7日 第 2‐28号
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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。



県内で初めて森林病害虫のカシノナガキクイムシ(以下:カシナガ)による被害が確認されました。

カシナガはナラやカシ類、クリなどに加害しナラ菌の作用により樹木の辺材部の通水機能を失

い、紅葉前の 7月～8月頃に急速に赤褐色に変色し枯死します。

カシナガの被害木を放置したり、切り倒したままにしておくとカシナガが増殖し、分散して

被害が拡大します。見分け方を参考に、怪しい樹木を見つけた場合は連絡をお願いします。

カシナガの見分け方

・樹木の根元に木くずが溜まっている

・幹に直径 1.5～2.0mm の孔が複数空いている

・葉が赤褐色に変色している

問 農政課(内線 529）

県央農林事務所 笠間林業指導所 ℡ 0296-72-1174

茨城県農林水産部 林業課 森林整備グループ ℡ 029-301-4051

⑨ ナラ枯れ被害に関する情報提供にご協力ください

詳しくはこちら

最近、若い方を中心にインターネットにかかわるトラブルが後を絶ちません。

困ったときは一人で悩まず、ご相談ください。笠間市消費生活センターでは、1月～3月に若

者向けの被害防止を目的とした啓発活動を実施しています。

・身に覚えのない料金請求のメールは無視をしましょう

メール等で身に覚えのない料金請求が来ることがあります。あわてて返信したり、電話で連絡

することは絶対にやめましょう。

・SNS でむやみに個人情報を入力しないようにしましょう

インターネットに一度出てしまった情報は、完全に削除することはできません。さまざまなト

ラブルに巻き込まれる恐れがあるので注意が必要です。

・インターネットショッピングは慎重に

｢お試し｣、｢一回限り｣の購入が定期購入になっていたなどのトラブルが急増しています。購入

条件を読んで、しっかり検討しましょう。

・IDやパスワードを教えない

ゲームやSNSでID等を聞かれても他人に教えないようにしましょう。悪用される恐れがあります。

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。

⑩ インターネットトラブルにご注意ください

風雪の影響による樹木接触や倒木、飛来物などにより、電線が切れてしまう場合があります。

切れて垂れ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテ

ナなどが接触している場合も大変危険です。見つけたら、すぐにご連絡ください。

問 東京電力パワーグリッド

フリーダイヤル：℡ 0120-995-007 有料：℡ 03-6375-9803

※チャット(ホームページ、LINE)でも受け付けています。

⑪ 切れた電線にはさわらないでください
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チャット

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



令和3年 1月 7日 第 2‐28号

農業を営む方の経営管理能力の向上を支援するため、パソコン農業簿記講習会を開催しま

す。この機会にパソコン農業簿記を習得して、今後の経営に役立ててください。

内容 第 1日目：農業簿記の仕組み、パソコンによる基本情報の入力・開始貸借対照表の作成

第 2日目：パソコンによる期中取引の伝票処理・決算書の作成

講師 ソリマチ株式会社

対象 農業を営んでいてパソコンの基本操作ができる方

定員 各会場 20 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 申込書に受講希望会場、氏名、住所、電話番号、経営作物を明記のうえ FAX またはメ

ールでお申し込みください。

※申込書は県農業会議ホームページまたは QR コードからダウンロードできます。

農政課にも用意してあります。

申込期限 各開催日の 10 日前まで

申・問 (一社)茨城県農業会議 ℡ 029-301-1236 FAX 029-301-1237 メール kaigi@ibanou.com

⑫ パソコン農業簿記講習会参加者募集

日時 会場

2月2日(火)･3日(水)
午前10時

～午後4時

茨城県市町村会館(水戸市笠原町 978-26)

2月18日(木)･19日 (金) ビアスパーク下妻(下妻市長塚乙 70-3)

2月25日(木)･26日 (金) レイクエコー茨城県鹿行生涯学習センター(行方市宇崎 1389）

QR コード

ウォーキングに興味がある皆さん、リハビリ専門職である理学療法士から効果的なウォーキ

ングのアドバイスを受けてみませんか。

日時 2 月 5 日（金）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時 15 分～

場所 地域医療センターかさま 行政棟(笠間市南友部 1966-1）

内容 ウォーキングに関する講話や実技

講師 市内リハビリ専門職ほか

対象 市内在住の方

定員 15 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。

申込期限 1 月 29 日（金）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑬ リハビリ専門職によるウォーキング教室

⑦ぺージ
2021-0107

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。



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 2 月 2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：コートニー・プールさん、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 2 月 1 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。

⑭ イングリッシュ・スペース

毎日通学できない方でも学べる通信制(単位制)の高校です。1月8日(金)から願書を交付します。

詳しい情報はホームページをご覧ください。

受付期間 一般入学：3月 11 日(木)～23 日(火)、編入学・転入学：3月 4日(木)～9日(火)

問 茨城県立水戸南高等学校(水戸市白梅 2-10-10) ℡ 029-247-4284

⑮ 県立水戸南高等学校通信制課程生徒募集

笠間地区建設高等職業訓練校は、建設関連の現場等で働きながら日本伝来の木造家屋を学ぶ

学校です。3年間就学すると国家試験である建築大工 2級技能士の受験資格が得られ、さらに技

能照査(卒業試験)に合格すると学科試験が免除されます。

対象 中学校以上を卒業し市周辺の建築関連事業者に雇用されている方、未就職者の新規学卒の方、

高年齢者の再就職を目指す方、建築大工職に興味のある方など

授業料 60,000 円/年(5,000 円/月)

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 3 月 31 日（水）

申・問 笠間地区建設高等職業訓練校(担当:市原) ℡ 090-4074-5710

⑯ 笠間地区建設高等職業訓練校の生徒募集

⑧ぺージ
2021-0107

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）



優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただく文化振興の一環として、高齢者芸術鑑賞事業を

実施しています。自然豊かな野外彫刻庭園を散策しながら、芸術に触れてみませんか。

〇高齢者芸術鑑賞事業 入館料が無料になります

会場 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4)、春風萬里荘(笠間市下市毛･芸術の村)

対象 65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名まで(いずれも市内在住の方）

※免許証、マイナンバーカード、保険証等を提示してください。

期間 3 月 31 日（水）まで(月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館）

開館時間 午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで）

※冬季(12～2月)の春風萬里荘の開館時間は、午前 10 時～午後 4時(入場は午後 3時 30 分まで）

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160、春風萬里荘 ℡ 0296-72-0958、生涯学習課(内線 382）

〇笠間日動美術館 企画展 異国の景色/同時開催 写真公募展 2021【わたしが見つけた異国】

会期 3 月 7日(日)まで

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160

※新型コロナウイルス感染症の状況により、開館日時およびイベント等が変更となる場合があり

ます。詳しくは、各施設までお問い合わせください。

※感染拡大防止のため、体調がすぐれない方のご来館はお控えください。また、必ずマスク着用

でご来館いただき、手洗いの励行や手指消毒、咳エチケット等にご協力をお願いします。

⑰ 65歳以上の方は無料でご覧いただけます

陶芸のまち、笠間ならではのひなまつり｢桃宴(とうえん)｣。21回目を迎える今年は市内 26 店

舗が参加し、期間中に市内各所で笠間焼作家による手作りの陶雛人形に出会えます。

見て、作って、食べて楽しめる、かさまの陶雛｢桃宴｣へぜひお出かけください。

〇かさまの陶雛「桃宴」

日時 1 月 20 日（水）～3月 3日（水）

参加店 やまさき陶苑、丹野陶房、原陶工房、まちの駅 笠間宿、アトリエ フラスカ、きらら館、

笠間工芸の丘、ドロップイン、森のレストラン Monomi、かさま歴史交流館 井筒屋、

CAFE きものレンタル千成屋 笠間店、季節料理 前ざき、ほんまや、名品の店 ますや、

くるみ稲荷ずし二ツ木、岡井商店＆八百屋カフェOkai、庭カフェKULA、カフェナナイロ、

本間商事、吉光庵(旅館いなみ 別館）、ギャラリー桜、製陶ふくだ、森のcafeさりょう、

春風萬里荘、大津晃窯、とんかつ水龍

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222

※詳細は、市ホームページ(トップページ⇒｢桃宴｣で検索）、または QR コードからご覧ください。

〇桃宴ワークショップ

日時 1 月 20 日（水）～3月3日（水）

場所 大津晃窯(笠間市手越 68） 製陶ふくだ(笠間市下市毛 754）

参加費 2,000 円～

申込方法 電話でお申し込みください。(予約制)

申・問 大津晃窯 ℡ 0296-72-4323 製陶ふくだ ℡ 0296-72-0670

⑱ 第 21回 かさまの陶雛｢桃宴」

QRコード

令和3年 1月 7日 第 2‐28号

⑨ぺージ
2021-0107かさめ～るにご登録ください。



友部特別支援学校では、生徒の作業製品を知っていただく機会として、毎月第 2木曜日に作

業製品の販売会を開催しています。箸や手すき和紙製品、焼き物や農作物、クッキーやコーヒ

ーなどを 100 円から販売しています。ぜひ、本校の取り組みや生徒の様子をご覧ください。

日時 毎月第 2木曜日 午前 10 時～午後 2時

※1月 14 日(木）、2月 18 日(木）、3月 11 日(木)を予定しています。

場所 茨城県立友部特別支援学校(笠間市鯉淵 6558-1)

問 茨城県立友部特別支援学校 ℡ 0296-77-0001

⑲ 茨城県立友部特別支援学校｢ともとくマルシェ｣

お茶を飲みながら｢ほっ｣とでき気軽に過ごせる居場所です。ご家族だけでも参加できます。

申し込み不要ですので直接おこしください。

日時 1 月 22 日（金）から毎月第 4金曜日 午後 2時～3時 30 分

場所 地域福祉センターともべ A館(笠間市美原 3-2-11)

対象 ・市内在住で義務教育終了～64歳までのひきこもり状態の方、またはその家族

・市内に通院する 64 歳までのひきこもり状態の方、またはその家族で市内在勤の方

参加費 無料

問 笠間市社会福祉協議会 本所(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-77-0730

⑳ さんぽみち～ひきこもりがちな方の居場所～

毎月第4日曜日にフリーマーケットを開催しています。ピリ辛ビーフカレーやオムライス、アッ

プルパイ、フランクフルトやハンドメイドのアクセサリー、古着や子供服、昔懐かしいレトロな商

品や、地元で取れた新鮮な野菜も出店しています。今月は数量限定で豚汁を無料で提供します。

また、出店者も随時募集していますので、お気軽にお問い合わせください。

日時 1 月 24 日（日）午前 9時～午後 1時(小雨決行、荒天中止）

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

問 友部フリーマーケット実行委員会 佐藤 ℡ 090-3245-0880 柏崎 ℡ 090-1880-6317

※新型コロナウィルス感染症対策としていばらきアマビエちゃんに登録しています。

※ご来場の際には、来場者名簿記帳、マスク着用、手指消毒、検温等にご協力をお願いします。

㉑ 友部駅前フリーマーケット

お詫びと訂正

令和 2年12月17日発行の広報かさま【お知らせ版】P7 ｢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」｣の記事に誤りがありました。読者の皆様および、関係各位にお詫び申

し上げ訂正します。

内容 【誤】パネリスト：スポーツ庁参事官(地域振興担当) 原口 大志さん
はらぐち た い し

【正】パネリスト：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

問 茨城県都市計画課企画グループ ℡ 029-301-4583
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【回覧】 次号は1月14 日発行 第 2 -29 号


