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令和3年 2月18日第2‐32号

＜市内累計陽性者数 91名(2月16 日現在)＞

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、｢手洗い｣や｢マスクの着用｣です。

・帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手洗いをしましょう。

・外出時、屋内にいる時や会話をするとき、症状がなくてもマスクを着用しましょう。

・家庭内での感染も広がっていますので外出時同様の感染予防対策をお願いします。

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

①ぺージ
2021-0218

【回覧】お早めに回してください 全10ページ(A3…2枚、A4…1枚)



②ぺージ
2021-0218

現在のところ、新型コロナウイルスワクチン接種は4月以降、順次開始される予定です。詳細が

決まり次第随時お知らせしますので、最新情報は市のホームページをご確認ください。

※この内容は 2月 15 日現在のものであり、国のワクチン供給スケジュールにより変更となる場合

がありますのでご理解をお願いします。

1．接種対象者 16 歳以上の市民

2．接種開始時期

3．接種方法

〈皆さまへのお願い〉

・接種の予約はお手元に接種券が届くまでお待ちください。高齢者向けの接種の予約は 3月下旬

または 4月以降可能となる予定です。現時点で予約のお問い合わせ等を医療機関に行うことは差

し控えてください。

4．接種回数 1 人 2回〈21 日間隔（ファイザー社）〉

5．接種費用 無料

6．接種を受ける際の同意

ワクチンの接種は、強制ではありません。予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予

防の効果と副反応のリスクについて理解したうえで、自らの意志で接種を受けていただきます。

また、職場で全員に必ず接種するよう求めたり、周囲の方に接種を強制したりすることのない

ようお願いします。

② 新型コロナウイルスワクチン接種情報（2月15 日現在）

接種券送付時期 接種時期 接種担当

医療従事者 3月頃 県

65歳以上の高齢者(S32.4.1 以前生まれの方) 3 月下旬 4月頃

笠間市

基礎疾患を有する方(表１参照） 4 月以降 5月頃

高齢者施設等の従事者 4月以降 5月頃

60〜64 歳の方 4月以降 6月頃

16〜59 歳で上記以外の方 4月以降 6月頃

  個別接種 集団接種

接種場所

市内協力医療機関 23か所を予定

※医療機関名は接種の準備が整い

次第公表します

市内公共施設 3か所、笠間公民館・友部公民

館・市民センターいわまを予定

※変更となる場合もあります

接種の流れ

1.市から自宅に接種券・予診票などが入った A4 サイズの封筒が届きます

2.各医療機関に電話等で予約をします

2.WEB または電話で予約をします

※予約問い合わせのためのコールセンター

を 3月下旬開設予定です

3.予約日に予防接種を受けます

【持ち物】

①接種券

②記載した予診票

③身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等）

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



表１

※新型コロナワクチンに関して、厚生労働省の電話相談窓口が設置されました。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 0120-761-770（フリーダイヤル）

受付時間 午前 9時～午後 9時（土・日・祝日含む）

〈新型コロナワクチン詐欺にご注意ください〉

・ワクチン接種に必要と語り、金銭を要求したり、個人情報を聞き出そうとする電話やメールに

関する相談が寄せられていますので、十分ご注意ください。不審な電話やメールが届いた際は

国民生活センター「新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン」までご相談ください。

新型コロナワクチン詐欺 消費者ホットライン

0120-797-188（フリーダイヤル）

受付時間 午前 10 時～午後 4時（土・日・祝日含む）

・現在お知らせできるのは本内容のみとなりますので、詳細に関するお電話等でのお問い合わせ

はご遠慮いただきますようお願いします。

問 新型コロナウイルスワクチン接種プロジェクトチーム(内線 271）

基礎疾患

1. 次の病気や状態の方で、通院や入院している方

・慢性の呼吸器の病気

・慢性の心臓病(高血圧を含む）

・慢性の腎臓病・慢性の肝臓病(脂肪肝や慢性肝炎を除く）

・インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病

・血液の病気(鉄欠乏性貧血を除く）

・免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む）

・ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている

・免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患

・神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)

・染色体異常・重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）

・睡眠時無呼吸症候群

2. 基準(BMI 30 以上)を満たす肥満の方

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)していますので、きれいなペットボトルなど容器を持参してください。

混雑時は密集を避けるため、間隔をあけて並んでください。

日時 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 ※祝日は除く

場所 市役所本所 1階 環境保全課前

問 環境保全課(内線 125）

③ 除菌消臭液を配布しています

3 月上旬に実施している ｢クリーン作戦｣ は

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。 ③ぺージ
2021-0218
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岩間支所内の銀行派出窓口が 3月 31 日（水）をもって廃止になります。4月 1日（木）以降も

これまでどおり岩間支所地域課窓口で、市税等の納付対応を行いますが、混雑緩和のため、次の

方法でも来庁せずに納付ができますので積極的なご利用ご協力をお願いします。

納付方法 ・口座振替による納付

・金融機関での納付

・コンビニエンスストアでの納付

・スマートフォンを活用しての納付(PayPay・LINE Pay）

※納付書の納付期限が過ぎたものや金額によっては取り扱いができない場合があります。

詳しくは納税通知書またはホームページをご確認ください。

問 岩間支所について：岩間支所地域課(内線 73121)

派出所廃止について：会計課(内線 102) 納付について：収税課(内線 121）

④ 岩間支所内の常陽銀行派出窓口が廃止になります

Pay Pay LINE Pay

ごみ処理施設へ直接家庭ごみを搬入する際には、住所(ごみの発生場所)の確認をしています。

受付時に住所(ごみの発生場所)を確認できるものを提示いただけない場合(確認できない場合)

は、受け付けをお断りしています。

例 運転免許証、公共料金の明細書(住所･氏名の記載があるもの)など

搬入先 笠間地区：エコフロンティアかさま

友部･岩間地区：笠間市環境センター

※搬入先の処理施設はお住いの地区によって異なります。上記の処理施設以外への自己搬入はで

きませんのでご注意ください。

問 環境保全課(内線 127)

⑤ ごみの自己搬入時には発生場所を確認しています

国税庁では、令和 2年分所得税等の確定申告期間(令和 3年 2月 16 日～3月 15 日)の申告・納

付期限について、全国一律で令和 3年 4月 15 日（木）まで延長することになりました。

なお、所得税の確定申告については水戸税務署へお問い合わせください。

問 確定申告および会場について：水戸税務署 ℡ 029-231-4211

※笠間市役所会場での申告相談は、3月 15 日（月）までとなります。

問 住民税申告について：税務課(内線 114)

⑥ 3月 16 日以降の確定申告についてお知らせします

笠間市社会福祉協議会では共同募金配分事業として、遺児養育手当を支給します。昨年度申請

した方には郵送でお知らせします。

対象 市内に住所を有しかつ居住する、父母または父か母と死別した義務教育修了前の児童、

生徒を家庭において養育している方

支給額 遺児 1人につき月額 2,000 円

申込方法 遺児の戸籍謄本、養育者の世帯全員の住民票、振込先がわかるもの、印鑑を持参し

窓口でお申し込みください。

申込期限 3 月 12 日（金）

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

笠間支所(笠間市石井 717) ℡ 0296-73-0084

岩間支所(笠間市下郷 5139-1) ℡ 0299-45-7889

⑦ 遺児養育手当を支給します

④ぺージ
2021-0218

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



市の国民健康保険に加入している40歳から 74 歳までの方は、個人負担 1,000 円で特定健診が

受けられますので、ご自身の健康状態を確認してみませんか。検査項目等詳細は、次の医療機関

に直接お問い合わせください。

※75歳以上の方は受診できません。

※貧血検査･心電図･眼底検査は、医師が必要と認めた場合に検査します。

※市の集団検診や人間ドックを受ける方は受診できません。

※市外の特定健診医療機関は茨城県医師会のホームページから確認できます。

HP https://www.ibaraki.med.or.jp
問 保険年金課(内線 139）

⑧ 国民健康保険加入の方は医療機関で特定健診が受けられます

医療機関名 所在地 電話番号

あさひクリニック 笠間市旭町 108-6 0296-78-5011

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051

梅里クリニック 笠間市下郷 4468 0299-45-2002

神里医院 笠間市笠間 1256 0296-72-0177

河村医院 笠間市笠間 223-2 0296-72-2121

佐藤医院 笠間市笠間 981-8 0296-72-0032

たかだ脳神経外科･内科クリニック 笠間市赤坂 9-17 0296-71-8808

立川記念病院 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211

友部セントラルクリニック 笠間市鯉淵 6679-11 0296-73-4110

ねもとクリニック 笠間市大田町 215-13 0296-77-7011

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911

わたなべ整形外科 笠間市鯉淵 6266-140 0296-70-5577

40 歳･50 歳･60 歳･70 歳の方を対象にした歯周疾患検診の検診期限が迫っています。

歯科医院で個別に受ける検診ですので、まだ受診されていない方は受診方法を確認のうえ受

診しましょう。

場所 市内の契約歯科医院(要予約）

対象 笠間市に住所を有する 40 歳、50歳、60歳、70 歳の方

40 歳：昭和 55年 4月 1日から昭和 56 年 3月 31 日までに生まれた方

50 歳：昭和 45年 4月 1日から昭和 46 年 3月 31 日までに生まれた方

60 歳：昭和 35年 4月 1日から昭和 36 年 3月 31 日までに生まれた方

70 歳：昭和 25年 4月 1日から昭和 26 年 3月 31 日までに生まれた方

※受診する時点で通院(治療)中の方は、検診の対象になりません。

検診料金 900 円(自己負担）

※検診結果に基づく治療を行う場合は、後日別途保険診療となるため受診料がかかります。

受診方法 市内の契約歯科医院に予約をして、受診してください。(契約歯科医院については

市ホームページをご覧ください。)

40･50 歳の方:保健センターから送付された受診券(はがき)を持参してください。

60･70 歳の方:保健センターへ申し込み後、郵送される実施通知書(問診票)を持参してください。

検診期限 3 月 31 日（水）

問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑨ 歯周疾患検診を受けましょう

⑤ぺージ
2021-0218

小中学生の登下校の見守りをお願いします。

令和3年 2月18 日 第 2‐32号



｢笠間農業振興地域整備計画｣の総合的な見直しの終了に伴い、農振除外等の手続きを再開しま

す。農振農用地区域からの除外等の申請を予定している方は、申請書等を提出してください。

受付期間 3 月 1 日（月）～ 4月 20 日（火）

なお、今後の受付は年 3回(締切：4月 20 日、8月下旬、12月下旬)です。

申・問 農政課(内線 541）

⑩ 農振除外等の申請手続きを 3月 1日から再開します

栗の木の葉を食べてしまうクスサンという害虫が、5月上旬頃から発生してきます。若齢幼虫

期は黒い色をしており、大きくなるにつれて淡黄緑色に変わり、体長が 8センチメートルにも達

します。大きくなってからは、あっという間に栗の木の葉を食べてしまいます。

冬のせん定作業時に栗園の見回りをして、卵の段階でつぶすことが重要です。

クスサン幼虫の発生を減らしましょう。

問 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701

農政課(内線 526）

⑪ クスサン(別名:シラガタロウ)にご注意ください

詳細はこちら

サツマイモ基 腐 病は、発生するとつるや葉が枯れ、土中のイモが腐敗する病気で九州を中
もとぐされびょう

心に発生が拡大しています。

現在のところ、県内での発生は確認されていませんが、発生すると防除が難しく、本県のサ

ツマイモの生産に大きな影響をおよぼすことが懸念されます。

本病の発生地から、感染した種イモや苗を持ち込まないようご協力をお願いします。

また、サツマイモを栽培する場合は健全な種イモを使用し、植付前には必ず苗の消毒を実施

してください。

詳しくは、茨城県農業総合センター病害虫防除部のホームページをご確認ください。

問 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701

農政課(内線 528)

⑫ サツマイモ基腐病の発生に注意しましょう

毎日の生活の中で起こる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しますので、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行います。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 3 月 17 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）

⑬ 特設無料人権相談を開設します

⑥ぺージ
2021-0218

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）



4 月からの各駅前駐車場および駐輪場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（月）～満車になり次第締め切り

問 市民活動課(内線 135）

⑭ 市営駅前有料駐車場・駐輪場をご利用ください

施設名 車種 料金(1か月) 申(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 9時～午後 5時
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 笠間市役所本所 市民活動課(内線 135）

受付時間：午前8時30分～午後5時15分(土･日･祝日を除く)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 6時(第 2･4 火曜日を除く）

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

問 ハローワーク笠間 ℡ 0296-72-0252

⑮ 3月 1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

事業主区分
法定雇用率

現行 3月 1日以降

民間企業 2.2％ 2.3％

国・地方公共団体等 2.5％ 2.6％

都道府県等の教育委員会 2.4％ 2.5％

高校・大学等の卒業予定者、コロナ禍の影響を受けた求職者を応援するための｢笠間市緊急就

職面接会｣を開催します。履歴書持参のうえぜひご参加ください。

日時 3 月 8日（月） 受付：午後 1時～ 面接会：午後 1時 30 分～3時

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6)

内容 正社員の求人募集のある市内事業所 15 社程度が集まり、企業ブースで対面式による面接

選考を実施します。また、笠間市の任期付職員の募集も会場内で実施します。

対象 ・茨城県内の高校生(令和 3年 3月卒業予定）

・大学、短大、専門学生(令和 3年 3月卒業予定）※既卒 3年以内は新卒扱いとします

・コロナ禍の影響を受け求職活動中の方

参加費 無料

申込方法 いばらき電子申請届出サービスよりお申し込みください。

※当日参加も受け付けます

申込期限 3 月 5 日（金）

申・問 商工課(内線 511)

⑯ 笠間市緊急就職面接会

いばらき電子申請サービス

⑦ぺージ
2021-0218

マイナンバーカードの申請がお済みでない方に対して、地方公共団体情報
システム機構から「マイナンバーカード交付申請のご案内」が届きます。
ぜひこの機会にカードの申請をお願いします。
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公共施設の清掃のできる心身ともに健康な方を募集しています。希望の方は説明会にご参加

ください。

日時 3 月 19 日（金）午後 2時～

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

対象 市内在住で 60 歳以上の方

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 笠間市シルバー人材センター ℡ 0296-73-0373

⑰ シルバー人材センター入会説明会

身近な樹木や草花など、自然の魅力を知っていただくために、自然観察会を開催します。この

時期は、トウキョウサンショウウオの卵を見ることができるかもしれません。親子での参加もお

待ちしています。

日時 3 月 20 日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 北山公園･天神の里

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然観察に興味のある方

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 マスク、長ぐつ、飲み物、杖(ステッキ）、筆記用具、植物等の図書など

申込方法 電話または、いばらき電子申請届出サービスからお申し込みください。

申込期限 3 月 9 日（火）

申・問 環境保全課(内線 125）

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止にすることがあります。

⑱ 第 68回 自然観察会

いばらき電子申請サービス

発表機会が減少している演奏家を支援し、気軽に楽しく音楽を鑑賞できる機会を提供するた

め、ミニコンサートを開催します。市内在住･出身の演奏家を中心に、さまざまなジャンルの演

奏家たちが奏でる音の調べを、この機会にぜひご堪能ください。

※2月11日に開催を予定していましたが、新型コロナウイルス感染症の状況により延期としました。

日時 3 月 7日（日）午後 1時～4時 30 分 開場：午後 0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）

出演 かさましこ音楽隊(柿長さん･小林さん･安良岡さん)、やまとうた(蛯澤さん･佐藤さん･
かきおさ こばやし やすらおか えびさわ さ とう

足立さん･要田さん）、トゥジュール･アンサンブル(内海さん･小野さん･久保田さん）、
あ だち よう だ うちうみ お の く ぼ た

中村 理以さん･中川 治恵さん･小林 郁子さん、オールドパーソン(市川さん･宮窪さん･
なかむら り い なかがわ は る え こばやし い く こ いちかわ みやくぼ

飯田さん･三橋さん･江口さん)
い い だ みつはし え ぐち

参加費 無料

問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

生涯学習課(内線 382)

※ご来場の際にマスクを着用されていない方は、入場をお断りする場合があります。

新型コロナウイルス感染症の状況により、変更または中止となる場合があります。

⑲ Kasama Music Collection ～ミニコンサート～

⑧ぺージ
2021-0218

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。



1 月に実施を予定していた笠間の日本遺産を巡るバスツアーを、新たな日程･内容で開催しま

す。市民の方に、日本遺産に認定となった歴史や文化を知っていただくため、ふるさと案内人の

ツアーガイドによりストーリーを構成する文化財を巡りますので、この機会に地元の焼き物文化

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）※最小催行人数各コース 5名

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 3 月 11 日（木）

申・問 (一社)笠間観光協会 TEL:0296-72-9222

※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。

※お申し込みは一人につき各コース 1回までです。

⑳ 笠間の日本遺産を巡るバスツアー

コース 日時 行程

笠間焼

散策

3月14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～田中友三郎碑(笠間工芸の丘等)

3月17日(水)

･19日(金)

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

歴史

散策

3月21日(日)
楞厳寺～稲田神社～昼食(味の店はらだ)～真浄寺～春風萬

里荘～笠間稲荷神社

3月23日(火)

･25日(木)

楞厳寺～稲田神社～昼食(味の店はらだ)～真浄寺～茨城県

立笠間陶芸大学校～笠間稲荷神社

【ホワイトデーキャンペーン】 3月 14 日(日)にご来館の方にお菓子をプレゼントします。

【露天風呂】 3月の変わり湯はレモン湯です。レモンの皮に含まれるリモネンにはリラックス

効果、血行促進などの効果があるといわれ、豊富に含まれているクエン酸には疲労回復や美肌効

果が期待できます。春分の日にレモン湯でさわやかな気分をお楽しみください。

※変わり湯の内容は変更になる場合があります。

日時 3 月 20 日（土）・21 日（日）

入館料 中学生以上：510 円 小学生以下：300 円

問 いこいの家はなさか ℡ 0296-77-5110

㉑ いこいの家はなさかからのお知らせ

⑨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）
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土曜の夜のひととき、春を感じる落語と朗読をお届けします。

日時 3 月 20 日（土）午後 6時 30 分～8時頃

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）

出演 落語：万葉亭 小太郎さん 朗読：喜美野 ひとみさん、純翠さん
まんようてい こ た ろ う き み の じゅんすい

定員 25 名(予約優先）

参加費 木戸銭：500 円 高校生以下：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 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118

㉓ 井筒屋の夜会～鶯花の宴の会～

今回は桂 竹紋さんに加え、茨城県出身の立川 志のぽんさんがゲストで出演します。
かつら たけもん たてかわ し

皆さんお誘い合わせのうえ、ご来場ください。

日時 3 月 7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）

出演 林家 扇兵衛さん、桂 竹紋さん、立川 志のぽんさん
はやしや せん べ え

定員 30 名（先着順）

参加費 1,500 円

申込方法 電話でお申し込みください。

申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

㉔ あたごふれあい寄席

東日本大震災の発生日である 3月 11 日に、黙祷やピアノの伴奏による合唱で犠牲者の慰霊を

行い、二度と悲惨な事態が発生しないよう願いを新たにします(全国約 14会場で同時開催）。

マスクの着用など感染症対策のうえご参加ください。

日時 3 月 11 日（木）午後 1時 30 分～3時

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 2247-1）

内容 ～コロナに負けるな頑張っぺ笠間～

ミニステージ:女方玉三郎一座(命のステージ) ミニコンサート:ゴールデンサウンズ

黙祷:午後 2時 46 分 合唱：｢花は咲く｣｢ふるさと｣など参加者全員

エール:元･甲子園応援団長 下山田 正義さんなど
しもやまだ まさよし

参加費 無料

定員 20 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。

申込期限 3 月 9日（火）

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

㉕ 第10回 ストリートピアノでつなぐ祈りのハーモニー

⑩ぺージ
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【回覧】 次号は 2 月 25 日 発行 第 2 -33 号

市立公民館では、動画サイト笠間チャンネルで｢かさま志民オンライン講座｣を配信しています。
し みん

新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。

講座 ・薬膳ブリしゃぶのお粥とヨダレ鶏

・家族でひな祭りを祝う～旬のいちごで簡単カップスイーツ～

・簡単に作れる～ゴキブリ退治のホウ酸団子～

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100

㉒ かさま志民オンライン講座

笠間チャンネル


