
■お知らせ

①新型コロナウイルス感染症関連情報

②新型コロナワクチン情報

③行政に対するお悩みをご相談ください

④法律や登記等に関する無料相談会を開催します

⑤固定資産税納税通知書を発送します

⑥結婚新生活を支援します

⑦実用英語技能検定の受験費用の一部を

助成します

⑧保健センター精神保健事業のご案内です

⑨デマンドタクシー乗車券の交換期間を

延長します

⑩街路灯撤去事業の補助を行います

⑪土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の

閲覧を行います

⑫エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑬令和3年度 政府主催慰霊巡拝事業への

参加者を募集します

⑭65歳以上の方は笠間日動美術館の入館料が

無料になります

■教養・文化・交流 他

⑮健康講座 がん予防教室

⑯スクエアステップ体験教室

⑰健康座談会(メディカルカフェ)∼みんなの相談室∼

⑱男性のための健康体操教室

⑲第69回自然観察会

⑳スマホの使い方教室

㉑スマートフォン教室

㉒読み語りの会

㉓｢フクシマは今｣写真展

㉔井筒屋の夜会

㉕茨城県立友部特別支援学校｢ともとくマルシェ｣

■お詫びと訂正

＜市内累計陽性者数 111名(3月30 日現在)＞

3 月 21 日から 4月 10 日まで、｢茨城県まん延防止警戒期間｣が設定されています。

年度初めは会食などが増える時期です。感染症拡大防止のため、気を緩めることなく、引き続

き感染症対策にご協力いただきますようお願いします。

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も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

令和3年 4月 1日 第3‐1号
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【回覧】お早めに回してください 全10ページ(A3…2 枚、A4…1 枚)



65 歳以上の方にワクチン接種用のクーポン券を送付しましたが、まだ予約はできません。

予約開始は 5月以降となる見込みです。皆さんご注意ください！

3 月 30 日から市内にお住いの 65歳以上(昭和 32年 4 月 1日以前生まれ)の方に、ワクチン接

種に必要となる、接種券などが入ったクーポン券の送付を開始しました。

クーポン券は｢新型コロナウイルス感染症ワクチン接種のご案内｣と書かれたサーモンピンク

色の大きめ(A4 サイズ)の封筒で届きます。中の案内をお読みいただき、届いたクーポン券は予約

開始まで大切に保管してください。

予約開始日は決まりしだい、広報紙や市ホームページ、LINE 等でお知らせします。現時点で予

約はできませんので、医療機関や笠間市予約・相談センターに、予約のお電話をかけるのはお控

えください。

〇よくある質問

〇ワクチン接種スケジュールについて

4 月 12 日以降、高齢者向けのワクチン接種が県内でも開始されます。ワクチンの供給量が限ら

れているため、茨城県の方針により、まず水戸市から接種が開始されます。笠間市には 4月 26 日

の週に 975 回分のワクチンが届き、クラスター対策のため高齢者施設から開始予定です。

在宅の高齢者への接種開始は 5月以降となる見込みですので、予約開始まではもうしばらくお

待ちください。

新型コロナワクチン接種に関する相談はこちら ※当面は相談のみの対応となります。

笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567

② 新型コロナワクチン情報( 3月30日現在）

①
なぜ予約は開始

されないのですか。

ワクチンは国から市町村に順次配布されます。現時点では笠間市に

いつ、どの程度ワクチンが届くのかスケジュールが不確定なため、

予約を開始することができません。

②

なぜ予約ができな

いのに、こんなに

早くクーポン券が

届くのですか。

4月から一部で開始される予定の高齢者施設入所者向けの接種にも

クーポン券が必要となるためです。

①の質問でもお答えしたとおり、国のワクチン供給スケジュールが不確

定なため、ワクチンの供給が開始されしだい速やかに予約開始が

できるよう、事前にクーポン券を送付しています。

③

クーポン券がまだ

届かないのですが

どうしたらよいで

すか。

郵便の関係で送付には多少時間がかかる場合があります。4月 9日を過

ぎてもお手元にクーポン券が届かない場合は、笠間市予約・相談センタ

ーにお問い合わせください。

また、64 歳以下の方への送付時期は決まりしだいお知らせします。

市ホームページ 笠間市 LINE かさめ～る

②ぺージ
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



行政相談委員は、住民の皆さんの身近な相談相手として、行政に関する相談などを受け付け、

その解決のための活動をしています。相談は、無料・秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

令和 3年 4月 1日、次の方が総務大臣から行政相談委員に再委嘱されました。

茂呂 裕さん(下郷） 井口 清さん(池野辺） 海老沢 耕市さん(下郷）
も ろ ゆたか い ぐ ち きよし え び さ わ こういち

※日程は変更または中止になる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

問 秘書課(内線 225）

③ 行政に対するお悩みをご相談ください

日時 会場

4 月 28 日（水）

午後 2時～4時
友部公民館

5月 26 日（水）

6月 22 日（火） 市民センターいわま

7月 21 日（水） 午後 1時～3時 地域福祉センターともべ

8月 25 日（水）
午後 2時～4時 友部公民館

9月 22 日（水）

10月27 日（水） 午後 1時～3時 笠間ショッピングセンターポレポレシティ

11月24 日（水） 午後 2時～4時 友部公民館

12月15 日（水） 午後 1時～3時 市役所笠間支所

令和 4年 1月 26 日（水） 午後 2時～4時 友部公民館

令和 4年 2月 1日（火） 午後 1時～3時 市民センターいわま

令和 4年 3月 23 日（水） 午後 2時～4時 友部公民館

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。

場所 地域交流センターともべ 内笠間市消費生活センター(笠間市友部駅前 1-10）

対象 市内在住の方

定員 各日 4名（先着順）

申込方法 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

④ 法律や登記等に関する無料相談会を開催します

日時 内容

5 月 27 日（木）

6月 23 日（水） 午前 10 時～午後 3時

(正午～午後 1時を除く)

元大学教授(法学部) 山口 康夫さん
やまぐち や す お

5 月 17 日（月） 司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

6 月 14 日（月） 司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

令和3年 4月 1日 第3‐1号
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令和 3年度固定資産税の納税通知書を 4月 13 日頃に発送します。納税通知書の税額などをご

確認いただき、納期限までに納めてください。

また、当通知書に同封されている｢課税明細書｣に資産の詳細が記載されていますので、課税内

容をご確認ください。

問 税務課(内線 110)

⑤ 固定資産税納税通知書を発送します

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。



実用英語技能検定の受験を希望される方は次のとおりお申し込みください。市内の小・中・

義務教育学校に在籍の方は、直接学校へお申し込みください。

検定日 5 月 23 日（日）

会場 市役所 本所 教育棟(笠間市中央 3-2-1)

対象 市内在住で、市外の小・中・義務教育学校に在籍する小学 5年生～中学 3年生

助成額 検定料から自己負担額を差し引いた額を同一年度 1回のみ助成します。

申込方法 自己負担金を添えて窓口でお申し込みください。申請書は窓口に備え付けてあります。

申込期限 4 月 20 日（火）

申・問 学務課(内線 379）

⑦ 実用英語技能検定の受験費用の一部を助成します

自己負担額

小学 5・6年生 中学 1年生 中学 2・3年生

5級以上 4級以上 3級以上

900 円 1,200 円

市では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対し

て新居の住居費用(取得・賃貸)および引越し費用の一部を補助します。

対象世帯 ・令和 3年 1月 1日から令和 4年 3月 31 日までの間に婚姻届を提出し、受理された

夫婦であること

・申請時において、夫婦のいずれもが市内の新居に住民登録があること

・婚姻の届出日において、夫婦の年齢がいずれも満 39 歳以下であること

・夫婦の合計所得が 400 万円未満であること など

※ほかにも補助対象要件がありますので、申請の前にホームページ等で必ずご確認

ください。

対象経費 令和 3年 1月 1日から令和 4年 3月 31 日までの間に支払われた以下の費用

・婚姻に伴い、笠間市で新たに住宅を取得する際に要した費用

※土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は対象外

・婚姻に伴い、笠間市で新たに住宅を貸借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、

共益費、および仲介手数料等）

※勤務先等から居住費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く

・婚姻に伴い、笠間市に引越しする際に要した費用

※引越業者または運送業者への支払い等の引越に係る実費等が対象となり、レンタ

カー費用などの業者を用いない引越費用については対象外

※勤務先等から引越費用に係る手当等を受けている場合は、その相当額を除く

補助金額 1 世帯あたり最大 30万円を上限として交付します。

申込方法 窓口で直接または郵送で申請してください。

申込期限 令和 4年 3月 31 日

※予算額に達した場合は受け付けが終了となります。

申・問 市民活動課(内線 133)

⑥ 結婚新生活を支援します

④ぺージ
2021-0401

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



デマンドタクシーの乗車券は原則、200 円券と 400 円券のみ使用可能となっています。お手持

ちの 100 円券と 300 円券については、令和 3年 3月 31 日までに交換をお願いしていましたが、

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和 4年 3月 31 日まで交換期間を延長します。

交換期限 令和 4年 3月 31 日（木）

交換場所 企画政策課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課

対象 300 円券および 100 円券(400 円券および 200 円券への交換）

※端数が出る場合は現金でお支払いください。乗車券の払い戻し(換金)はできません。

問 企画政策課(内線 556）

⑨ デマンドタクシー乗車券の交換期間を延長します

街灯管理団体等または個人で所有・管理している街路灯で、老朽化などにより維持管理が困

難になっている街路灯の撤去、処分にかかる費用の補助を行います。街路灯の撤去後は速やか

に防犯灯を設置できるよう、街路灯を撤去する地区の行政区と足並みをそろえて事業を進める

必要があります。詳しくは市ホームページまたは商工課までお問い合わせください。

補助率 補助対象経費の 1/2 上限額：1基あたり 5万円

申・問 商工課(内線 510）

⑩ 街路灯撤去事業の補助を行います

詳しくはこちら

〇こころの相談室 5～6月分

心の悩みや、ひきこもりの問題などについてご本人や家族の方の相談を精神保健福祉士との個

別面談でお受けします。事前予約制で相談内容については秘密を厳守しますのでお気軽にご相談

ください。

〇こころのデイサービス 友(ＴＯＭＯ）

心の病を持つ方を対象にグループ活動を実施しています。参加には、医師の意見書が必要です

ので事前にご相談ください。

日時 水曜日または木曜日(月 2回) 午前 10 時～午後 2時

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方

内容 作業療法士や保健師との創作活動(手芸、工作等）、調理実習、レクリエーション、個別相談

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑧ 保健センター精神保健事業のご案内です

日時 場所 申・問

5 月 20 日（木） 午後 2時～4時 保健センター 保健センター

℡ 0296-77-91456 月 11 日（金） 午後 1時 30 分～3時 30 分 地域福祉センターいわま

令和3年4月 1日 第 3‐1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。



縦覧とは、自己資産の評価が適正かどうかを判断するために、市内の土地・家屋の価格を確認

できる制度です。縦覧期間中は、名寄帳の閲覧および交付については無料となります。

期間 4 月 1日（木）～30 日（金）※土日・祝日を除く、午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

場所 市役所本所 税務課 各支所の地域課

縦覧できる方 市内に土地または家屋を所有する方、納税管理人、相続人(所有者が死亡してい

る場合)等

持ち物 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)の他、次のものをお持ちください。

※縦覧帳簿のコピーはできません。

問 税務課(内線 110)

⑪ 土地・家屋価格等縦覧帳簿および名寄帳の閲覧を行います

所有者、納税管理人 納税通知書、課税明細書

所有者等の代理人 委任状(署名または記名押印）

法人の社員 法人の印が押された委任状

所有者の相続人 相続関係が確認できる書類

委員会は傍聴することができます。

日時 4 月 28 日（水）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

(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 4 月 28 日（水）午前 9時

申・問 環境保全課(内線 127）

※新型コロナウイルス感染症の影響により、書面開催となる場合があります。

⑫ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

この事業は、先の大戦の戦没者や抑留中に亡くなられた方の遺族を参加対象として、旧主要戦

域等に慰霊巡拝を行うものです。

実施地域 ①カザフスタン共和国②イルクーツク州・ブリヤート共和国③ハバロフスク地方・

ユダヤ自治州④インドネシア⑤中国東北地方(旧満州地区全域)⑥東部ニューギニア

⑦北ボルネオ⑧ビスマーク諸島⑨トラック諸島⑩ミャンマー⑪フィリピン⑫硫黄島

対象 戦没者の配偶者、父母、子、兄弟姉妹、参加遺族(子・兄弟姉妹)の配偶者、戦没者の孫・甥・姪

参加費 海外地域 20～35 万円、硫黄島 2～3万円

※申し込み期限、実施予定時期はそれぞれ異なりますので、詳細はお問い合わせください。市ホ

ームページでも確認できます。実施時期、期間等は相手国の都合により変更することがありま

す。また、新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止となる場合があります。

申・問 社会福祉課(内線 157) 笠間支所福祉課(内線 72134) 岩間支所福祉課(内線 73171)

⑬ 令和 3年度 政府主催慰霊巡拝事業への参加者を募集します

⑥ぺージ
2021-0401

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）



がんに罹患する割合は増え、2人に 1人はがんになるといわれています。その予防となるひと

つが生活習慣です。がんの予防法について学び、健康づくりに役立ててください。

日時 4 月 27 日（火）午後 1時 30 分～3時

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1)

内容 がん予防についての講演会 ～がんについてよく知り、できる予防について考えよう～

講師 笠間市立病院 医師

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選）

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 4 月 19 日（月）

申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145

⑮ 健康講座 がん予防教室

スクエアステップは、高齢者の転倒予防、介護の予防や認知機能の向上、体力づくりなど、

子どもからアスリートにも適応できるエクササイズです。

これからの健康づくりのため、ぜひご参加ください。

日時 5 月 11 日・25 日、6月 8日・22 日の火曜日(全 4回)

午後 1時 30 分～3時 30 分 受付：午後 1時 15 分

場所 地域交流センターいわま｢あたご」(笠間市下郷 4438-7)

講師 筑波大学 大藏研究室

対象 市内在住の 65 歳以上で、医師から運動を許可されている方

定員 15 名(最小開催人数 10名）

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 4 月 26 日（月）

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑯ スクエアステップ体験教室

優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、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。

期間 令和 4年 3月 31 日まで(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）

会場 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4)

※4月 1 日から春風萬里荘は入館料無料の対象施設ではなくなりますので、ご注意ください。

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。

企画展 「夢二×ローランサン乙女の夢はアヴァンギャルド」：5月16日(日)まで

※月曜日休館。ただし、5月 3日(月・祝)は開館、5月 6日(木)は休館。

問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382）

※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

にてご来館いただき、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。

⑭ 65歳以上の方は笠間日動美術館の入館料が無料になります
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小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。



日常生活をスムーズにし、介護予防につながる筋力をつけるための男性だけの体操教室です。

この機会に元気で動ける体づくりを始めませんか。

日時 5 月 12 日～7月 21 日の毎週水曜日(全 11 回) 午前 10時 15 分～11時 45 分

場所 ゆかいふれあいセンター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-171）

対象 65 歳以上の男性で、運動制限のない方(事業対象者、要介護認定者を除く）

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 4 月 28 日（水）

申・問 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-78-5871

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止または変更になる場合があります。

⑱ 男性のための健康体操教室

いつまでもいきいきと自分らしく生きるために、こころとからだの健康について日ごろのちょ

っとした心がけなどを、気軽にお話しませんか。

日時 5 月 13 日（木）午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 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 講話：高齢者のこころの健康 ～いつまでも元気でいるために～

講師 保健センター 保健師他

対象 市内在住の方

定員 10 名(先着順）

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 定員に達ししだい締め切り

申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

⑰ 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～

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。当日

はハイキングのできる服装でご参加ください。親子での参加もお待ちしています。

日時 5 月 8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 佐白山周辺

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、飲み物、植物等の図書、雨具(傘･長靴)、杖(ステッキ）、筆記用具など

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 4 月 22 日（木）

申・問 環境保全課(内線 125）

※新型コロナウイルスの状況により中止にすることがあります。

⑲ 第 69回 自然観察会

いばらき電子申請サービス
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猫は屋内で飼うなど、ペットは周りに配慮して飼いましょう。



新型コロナウイルスの影響で遠くの家族と思うように会えない現在、写真や動画でコミュニケ

ーションをとってみませんか。スマホの使い方に関するちょっと聞きたいに答えます。スマホを

お持ちでない方も実機を使った体験ができますのでお気軽にご参加ください。

日時 5 月 7日（金）午後 1時 30 分～3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）

講師 NTTドコモ 谷田部さん
や た べ

対象 市内在住または在勤の方

定員 20 名(要予約・先着順）

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 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

⑳ スマホの使い方教室

笠間地区建設高等職業訓練校で、アンドロイドのスマートフォン教室を開催します。

場所 笠間地区建設高等職業訓練校 2階教室(笠間市笠間 1688-11）

講師 NPO 法人 未来ネットワークひたちなか・ま 木村 敏雄さん
き む ら と し お

定員 各コース 20 名(先着順）

参加費 月 3,000 円払い×3ヶ月(各コース 9,000 円/全 9回)

※別途テキスト代(550 円）、途中返金不可

持ち物 お使いのスマートフォン

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 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

㉑ スマートフォン教室

コース 内容 日時 申込期限

A 基本的な使い方をマスターしよう 5～7月
第 1金曜日、第 3火曜日

第 4火曜日(変動曜日有)

午前 10時～11 時 30 分

4月 30 日(金)

B アプリを使ってみよう 8～10月 7月 10 日(土)

C LINE の使い方 11～1月 10 月 10 日(日)

D 定番アプリの使い方 2～4月 1月 10 日(月)

読み語りの会プラスワンが朗読会を開催します。事前の申し込みは不要ですので、どなたでも

気軽にお越しください。

日時 4 月 20 日（火）午後 1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）

内容 おぼろ月、甚兵衛山のキツネ、隅っこの甘食、実家に帰る、花咲き山 ほか

出演 読み語りの会プラスワン

参加費 無料

問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

㉒ 読み語りの会
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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）



今回、回覧板でお配りしている｢高齢者福祉計画・介護保険事業計画 概要版」 Ｐ6の記載に

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。

介護保険料第 5段階対象者 【誤】年金収入等 80 万円超 120 万円以下

【正】年金収入等 80 万円超

問 高齢福祉課(内線 170）

お詫びと訂正

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、今年度は毎月第 2火曜

日に作業製品の販売会を開催します。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 5 月 11 日、6月 8日、7月 13 日の毎月第 2火曜日 午前 10 時～午後 2時

※8月は夏季休業中のため開催しません。

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

㉕ 茨城県立友部特別支援学校 ｢ともとくマルシェ｣

福島第一原発事故から 10 年がたち、事故後に生まれた子どもたちは小学生になりました。何

も知らない子どもたちにも伝えていくことが大切ではないでしょうか。

プロカメラマン・飛田 晋秀さんによる写真展と講演です。入場は無料です。
ひ だ しんしゅう

問 ちょっと待った再稼働 笠間市民の会 平山 ℡ 090-2312-6747

㉓ ｢フクシマは今」 写真展

日時 場所

写真展
4 月 23 日(金)～5 月 26 日(水）

午前 9時～午後 6時
笠間図書館 (笠間市石井 2023-1)

4 月 27 日(火)～5 月 9日(日） 友部図書館 (笠間市平町 2084)

講演 5月 8日(土)
開場：午後 1時

開演：午後 1時 30 分

地域交流センターともべ

(笠間市友部駅前 1-10)

土曜の夜のひととき、落語と昭和歌謡ギター漫談をお届けします。

日時 5 月 1日（土）午後 6時 30 分～

場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987）

出演 落語：万葉亭 小太郎さん、二松亭 ちゃん平さん ギター漫談：流しのてっちゃん
まんようてい こ た ろ う にしょうてい ぺい なが

定員 25 名(予約優先)

参加費 木戸銭 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 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118

㉔ 井筒屋の夜会
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