
  

 
 

    ■ お知らせ 

① 大学生等のみなさんの学生生活を応援します 

②臨時特別給付金事業についてのお知らせ 

③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～ 

④特設無料人権相談を開設します 

⑤年末年始にむけて悪質商法等の詐欺に 

 注意しましょう 

⑥12 月 17 日から 31 日は年末の犯罪抑止活動 

 期間です 

⑦国民健康保険税の納め忘れはありませんか 

⑧心身に障がいのある方に対する自動車税 

 (種別割)の減免申請の出張窓口を開設します 

⑨冬季の水道管の凍結にご注意ください 

⑩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 

⑪いばらき高齢者優待制度 

 ｢いばらきシニアカード｣をご利用ください 

⑫東京電力パワーグリッドからのお知らせです 

■ 教養・文化・交流 他 

⑬第 4回 スマホの使い方教室 

⑭介護保険｢基準緩和型サービス｣ 

 従事者養成研修 

⑮大人の福祉体験教室 

⑯ママ･リフレッシュ｢骨盤矯正｣ 

⑰環境寺子屋 

 ｢環境教育人形劇～CO2 を減らそう～」 

⑱笠間の家  イベント 

⑲かさま歴史交流館 井筒屋イベント 

⑳地域交流センターともべ イベント 

㉑あたごふれあい寄席 

㉒第 23 回歌声広場 

 ～みんなで楽しく歌いましょう～ 

㉓フルートデュオ&ピアノ 

㉔まちの駅 笠間宿 イベント 

㉕新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事 

 の中止のお知らせ 

 
 

 

 

 

 

令和3年 12月 16日 第 3 ｰ 18号 

【回覧】お早めに回してください    全 12 ページ (A3…3 枚)      １ぺージ 
2021-1216 

 

 ① 大学生等のみなさんの学生生活を応援します 

問 生涯学習課(内線 383） 
 
 新型コロナウイルス感染症により学生生活への影響を受けている学生を支援します。 

対象 本人または親等が市内に住所を有し、かつ学校教育法に定められた大学、短期大学、大 

  学院および専門学校、もしくは前述と同等とみなすことができる学校(学業に専念するた 

  めのものに限る)に在学中である平成 15年 4 月 1日以前に生まれた学生の方。 

   学生 1人につき 1回限り。 

支援内容 クオカード 10,000 円/人 令和 4年 1月中旬～3月上旬頃発送予定 

申込方法 窓口で直接または郵送、いばらき電子申請・届出サービスより申請してください。 

申込期限 令和 4年 2月 15 日（火） 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 
  

② 臨時特別給付金事業についてのお知らせ 
  

 

 (1) 令和 3年度  子育て世帯への臨時特別給付金   

問 子ども福祉課(内線 166）   
 子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します。 

対象児童 ①令和 3年 9月分の児童手当の支給対象となる児童 

     ②令和 3年 9月 30 日時点で高校生等(平成 15年 4月 2日～平成 18年 4月 1日生ま 

     れ)の児童(保護者の所得が児童手当の支給対象となる金額と同等未満の場合） 

     ③令和 4年 3月 31 日までに生まれた児童手当の支給対象児童(新生児） 

支給対象者 対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方 

支給金額 対象児童１人につき 10万円【現金給付】 

支給時期等 

【対象児童①の保護者の方】※公務員の方を除く。 

1 回目：令和 3年 12 月 27 日（月）に指定口座へ 5万円を振り込み。 

2 回目：令和 4年 1月下旬に指定口座へ 5万円を振り込み予定。 

【対象児童②、③の保護者および公務員の方】 

令和 4年 1月中旬に、申請依頼通知等の案内を送付する予定です。 

 準備が整いしだい、お知らせします。 

※詳細は、市ホームページ｢子育て世帯への臨時特別給付金｣で検索 

 

 (2) 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 

問 社会福祉課(内線 157） 
 
 住民税非課税世帯等に対し、生活・暮らしの支援を目的とした一時金を支給します。 

対象世帯 ①基準日(令和 3年 12 月 10 日)において、世帯全員の令和 3年度分の住民税均等割 

     が非課税である世帯 

     ②①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和 3年 1月以降の家計が 

     急変し、①の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯） 

支給金額 1 世帯当たり 10万円 

支給時期等 2 月上旬から受付および給付(口座振り込み)開始の予定です。 

①住民税非課税世帯 

対象世帯に対し、市から申請書類を個別に郵送します。内容を確認のうえ、返送いただくこと

で、手続きは完了となります。 

②家計急変世帯 

 収入減少の状況などについて、個別に相談・確認のうえ、申請していただきます。 

※詳細は、準備が整いしだいお知らせします。 

  

 (1)、(2)とも事業の詳細につきましては、随時ホームページ等でお知らせします。 
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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。 

 ③ 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～ 
 
 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 障がい者等の情報取得及びコミュニケーション環境の向上に関する条例（案） 
案の趣旨 

人が社会の中で生活するには、情報取得やコミュニケーション等による意思疎通は欠かせないも

のとなっています。障がい者がその特性に応じ容易に情報を取得できるとともに、多様なコミュニ

ケーション手段の選択および利用の機会が確保される環境の向上に向けて地域全体で市民や事業

者、行政の連携協力のもと推進するため、条例を制定します。 
 
提出先・問 社会福祉課(内線 151) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-1162 メール  info@city.kasama.lg.jp 
 

 案件名 笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例（案） 
案の趣旨 

行政区の活動活性化を推進するために、市民の行政区への加入および行政区活動への参加を促進

するとともに、基本理念並びに市民、行政区、事業者等および市の役割を定めることにより、誰も

が共に支え合い、安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とし、

条例を制定します。 
 
提出先・問 総務課(内線 206) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-78-0162 メール  info@city.kasama.lg.jp 
 
 

意見の提出方法 窓口で直接または郵便、FAX、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 23 日（木）～令和 4年 1月 17 日（月） 

 
  ④ 特設無料人権相談を開設します        問 社会福祉課(内線 157) 
 
 日頃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。 
※新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで実施します。また、感染状況により中止する

  ことがあります。 
【弁護士相談について】 
午後 1 時から弁護士も相談に応じます。相談時間は 1 件 30 分以内です。相談される方は、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 4年 1月 19 日（水）午前 10 時～午後 3時 最終受付：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） 
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笠間市公式 LINE 
生活に役立つ情報をお届けします。  

 ⑥ 12 月 17 日から 31 日は年末の犯罪抑止活動期間です   
問 市民活動課(内線 135） 

 
 12 月は年末年始に向けた準備等で防犯意識も希薄になり、それを狙った犯罪が発生しやすい時

期です。笠間市の 1月から 10月の犯罪認知件数は、住宅侵入窃盗が 29件、自動車盗は 39件と、

非常に高い数字となっています。また、依然としてニセ電話詐欺の発生も後を絶たず、県内の被

害額は 4億円を超えています。 

 市民一人ひとりが防犯意識を持ち、犯罪の未然防止に努めましょう。  

 

 ⑦ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか   問 保険年金課(内線 139) 
 
令和 3年度国民健康保険税第 1期から第 5期の納付期限が過ぎています。まだ納付をされてい

ない方は、早めの納付をお願いします。 

・納付指定期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関また 

は市役所各支所の窓口で納付してください。 

・国保税の納付は、納め忘れのない口座振替を利用すると大変便利です。口座振替は市内金融機 

 関または郵便局の窓口で預貯金通帳と通帳のお届け印をお持ちのうえ、お申し込みください。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ⑨ 冬季の水道管の凍結にご注意ください 

問 上下水道お客さまセンター ℡ 0296-87-2231  
12 月中旬から 2月下旬頃までは、水道管内の水が凍結して水が出なくなったり、水道管が破裂

して漏水するおそれがあります。長時間水道を使用しない場合や水道管が露出している場合、日

陰になっている場合は特に注意が必要です。 

凍結防止の対応例 

①夜間や不在時はメーター脇の水抜きバルブで水抜きをしましょう(水抜きの機能が付いていな

 いものもあります）。 

②保温材(発泡スチロール等)をビニール袋に入れるなどして、メーターボックス内のメーター 

や露出している水道管を覆うようにしましょう。※検針はできるようにしてください。 

凍結してしまったら 
 自然に溶けるまで待つか、凍結部分にタオルをあて、ぬるま湯をゆっくりとかけてください。 
熱湯をかけると、水道管が破裂する原因となります。 

漏水の確認方法 

 漏水を見つけるためには、家庭内の蛇口等をすべて閉めて、水道メーターを確認することをお

勧めします。 

 

 
 

 

 

※漏水を発見したときは、まず水道メーター脇のバルブを閉める等の応急処置をしてから、笠間 

市指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください(QRコードでご確認ください)。 

 なお、修理費用は自己負担となります。 

 

蛇口を閉めても、この部分(パイロット)が 

回っている場合は漏水です。 
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 ⑧ 心身に障がいのある方に対する自動車税(種別割)の減免申請の 

  出張窓口を開設します 
問 水戸県税事務所 収税第一課 ℡ 029-221-6605 

 
 県では、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳の交付を受けて

いる方に対し、障がい等級が一定の要件を満たしている場合は自動車税(環境性能割・種別割)を

減免する制度を設けています。 

 次の日程で減免申請の出張窓口を開設しますのでご利用ください。必要な書類等、詳細は水戸

県税事務所までお問い合わせください。 

日時 令和4年2月1日（火）午前10時～正午/午後1時～4時  、 2日（水）午後1時～4時 

場所 市役所本所 1階 社会福祉課 相談室(笠間市中央 3-2-1） 

※水戸県税事務所では年間を通じて申請を受け付けています。 

※軽自動車税(種別割)の減免は笠間市役所税務課での手続きとなります。  

 

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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小中学生の登下校の見守りをお願いします。  

 ⑩ 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 
 問 スポーツ振興課(内線 392) 

 
第 59 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

開催します。開催に伴い下図のとおり交通規制(全面通行止)を行います。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 4年 1月 16 日（日）スタート：女子の部 午前 9時、男子の部 午前 10時 15 分 

交通規制時間 午前 9時～正午 

走路 笠間芸術の森公園の外周一帯(ギャラリーロード、馬廻
まめぐり

周辺) 

   スタート・ゴール：笠間芸術の森公園イベント広場 

 

 

 

 ⑫ 東京電力パワーグリッドからのお知らせです 
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  

 近年、風のある日に、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。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。 

 

 ⑪ いばらき高齢者優待制度｢いばらきシニアカード｣をご利用ください 
申・問 高齢福祉課(内線 174) 笠間支所福祉課(内線 72133) 岩間支所福祉課(内線 73173)  

 ｢いばらきシニアカード協賛店｣ステッカーのある店舗でカードを提示すると、料金割引やポイン

ト加算などの特典が受けられます。 

対象 県内在住の 65歳以上の方 

申込方法 本人または同居の家族が、本人の住所・氏名・ 

     生年月日が確認できるものをお持ちのうえ、 

     直接窓口にお越しください。 
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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。 

 ⑬ 第 4回 スマホの使い方教室 
申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313 

 
 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 令和 4年 1月 14 日（金）午後 1時 30 分～3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 ・スマホを使ってみたいけど少し不安な方 

   ・スマホに変えたけど使い方が分からない、LINE をもっと上手に使いたい方など 

講師 NTT ドコモ 谷田部
や た べ

さん 

対象 市内在住または在勤の方 

定員 10 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。 

 ⑭ 介護保険｢基準緩和型サービス｣従事者養成研修 
申・問 高齢福祉課(内線 175）  

 高齢者の集いの場での交流支援や簡単な家事支援の担い手として活躍することに興味のある 

方、介護保険について理解を深めたい方を対象に養成講座を開催します。 

 高齢者支援や地域ボランティアに関心のある方は、ぜひご参加ください。 

 受講後に修了証を交付します。 

日時 令和 4年 1月 21 日（金）午前 9時 30 分～午後 4時 

場所 市役所本所 2-1 会議室 

内容 介護保険や認知症に対する理解、家事援助技術の実演 

講師 (特非) ちいきの学校 

対象 市内に在住で終日参加することが可能な方 

定員 20 名(応募多数の場合は抽選） 

参加費 無料 ※筆記用具、昼食、飲み物をご用意ください。 

申込方法 窓口へ直接、または電話でお申し込みください。 

申込期限 令和 4年 1月 7日（金） 

 
 ⑮ 大人の福祉体験教室 

申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626  
 さまざまな福祉体験をして福祉の理解を深めましょう。また、市内学校などで行う福祉体験へ

のお手伝いもしてみませんか。 

日時(令和 4年) 内容 

1 月 31 日（月） 
午前 9時～ 手話、高齢者疑似体験 

2 月 7日（月） 点字、アイマスク体験、車いす体験 
場所 笠間市社会福祉協議会本所(笠間市美原 3-2-11） 

対象 市内在住の方 

定員 20 名(先着順） 

参加費 無料 

持ち物 動きやすい服装、タオル、筆記用具、飲料など 

申込方法 電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。 
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かさめ～るにご登録ください。

カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みの一環として、子どもから大人まで、楽しみな

がら環境問題に関心をもち、理解を深めることを目的に開催します。

｢おもしろくて、ためになる｣作品のテーマは、節電・フードロス・リサイクルの 3本立てです。

日時 令和 4年 1月 15 日（土）①午前 10 時 30 分～ ②午後 1時 30 分～ ※上演時間:約 50 分

場所 笠間市児童館「笠間キッズ館」(笠間市南友部 1966-140）

出演 人形劇団京芸 ※日本でも有数の歴史をもつ現代人形劇の専門劇団です。

対象 市内在住で 3歳以上の方(約 50 分観劇できる方) ※小学 3年生までは保護者同伴

定員 各回 40 名(応募多数の場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 いばらき電子申請･届出サービス(右上の QR コード)または電話でお申し込みください。

申込期限 令和 4年 1月 5日（水）

※電子申請・届出サービスで申し込みされた方には、申込時のメールアドレスに応募結果等を

通知します。

※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。

⑰ 環境寺子屋「環境教育人形劇～CO2 を減らそう～」

申・問 環境保全課(内線 125）

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

るマッサージを学びましょう。託児も利用できます。

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歳までの未就園児とその母親(妊婦さんは参加できません）

定員 各回 8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。

申込期間 令和 4年 1月 4日（火)～10 日（月・祝）

⑯ ママ･リフレッシュ｢骨盤矯正｣
申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

日時(令和 4年) 場所

1 月 13 日（木)
午前10時30分

～11時 30 分

笠間市児童館｢笠間キッズ館」(笠間市南友部 1966-140）

1月 18 日（火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140：市民センターいわま 3階）

1月 28 日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

笠間市には、市の政策および方針決定の場である審議会委員などに女性候補者を選ぶ際、人材

情報として活用することを目的とした男女共同参画人材バンク登録制度があります。

あなたの得意分野、関心があることを市政に活かしてみませんか。随時受付けしていますので、

ぜひご応募ください。

応募資格 20 歳以上の女性で、市内在住・在勤または市内の団体に所属する方

問 秘書課(内線 224）

男女共同参画人材バンクへの登録者を募集しています
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 ⑱ 笠間の家  イベント           問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 
 
〇「飛澤 龍神 日本画小作品」展 

 笠間の地で初めての個展です。花鳥画の世界の絵をお楽しみください。 

日時 令和 4年 1月 4日（火）～10 日（月・祝）午前 10時～午後 4時    
※初日は午前 11 時から、最終日は午後 4時まで 

出展者 飛澤
ひ ざ わ

  龍 神
りゅうじん

さん 
 

〇五味田 充子 展 ニット帽たくさん編みました 

 ニット帽を手紡ぎの羊毛のオリジナル糸で編んでいます。明るく楽しい温かな気分転換になる

ニット展です。 

日時 令和 4年 1月 19 日（水）～23日（日）午前 11時～午後 5時   ※最終日は午後4時まで 
出展者 五味

ご み

田
た

 充子
あ つ こ

さん 
 

〇かぎ針編みでつくるミニ手提げ 

 横 25 ㎝×高さ 17 ㎝ 程で、長財布も入る大きさです。糸は、色々ご用意していますので当日お

選びください。 

日時 令和4年1月19日（水）午前10時～午後4時  ※昼食を持参することをおすすめします。

講師 中野
な か の

  慶子
け い こ

さん 

定員 4 名 
参加費 3,200 円(材料費、飲み物代込み） 

申込方法 電話でお申し込みください。 
 

場所 笠間の家(笠間市下市毛 79-9） 

 
 ⑲ かさま歴史交流館 井筒屋イベント 

申・問 かさま歴史交流館 井筒屋 ℡ 0296-71-8118 
 
〇YOGA  WITH  THE  MOON@かさま歴史交流館井筒屋 

 呼吸法や瞑想、心地良く体を動すことで、睡眠の質を高める夜のヨガクラスです。ヨガマット、

飲み物、タオルなどをお持ちのうえ、動きやすい服装でお越しください。 

日時 令和 4年 1月 18 日（火）午後 7時 30 分～8時 30 分  
講師 Lufelias

ル フ ェ リ ア ス

 Yoga
ヨ ガ

 Yju
ユジュ

 河原井
か わ ら い

 理恵
り え

さん 
対象 中学生以上の女性 
定員 15 名 
入場料 1,500 円 ※レンタルヨガマット有(300 円)申し込み時にお知らせください。 
 
〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会   ～冬の夜長の会～ 

 冬の夜にふさわしい落語と朗読をお届けします。 
日時 令和 4年 1月 29 日（土）午後 6時 30 分～ 
出演 落語：万葉

まんよう

亭
てい

 小太郎
こ た ろ う

さん 朗読：村上
むらかみ

 長子
な が こ

さん 
定員 40 名(予約優先) 
入場料 500 円 
 
場所 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） 
申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 地域交流センターともべ イベント 
申・問 地域交流センターともべ        ℡  0296-71-6637  

〇モーニングデュオコンサート 

 タンゴの名曲を中心に川波幸恵さん作のじゃばら体操も披露予定です。冬の朝の音楽をお楽しみ

ください。 

日時 令和 4年 1月 7日（金）開場：午前 10時 開演：午前 10時 30 分 
出演 バンドネオン：川波

かわなみ

 幸恵
ゆ き え

さん ピアノ：小林
こばやし

 萌
もえ

里
り

さん 
定員 70 名(先着順） 
入場料 500 円 
 

〇スポーツを通じたまちづくり講演会 ～笠間をスポーツで盛り上げよう(第 1回)～ 

 市にゆかりが深いプロスポーツチームの経営陣に、スポーツを通じたまちづくりや、子育てに

ついてのお話を伺う機会を設けました。ぜひご参加ください。 

日時 令和 4年 1月 9日（日）午後 2時～ 
講師 茨城ロボッツ 川﨑

かわさき

 篤之
あ つ し

さん 
対象 市内の小学生以下のお子さんと保護者 
定員 25 組 50 名 
参加費 無料 
 

〇駅前シネマ ｢心の傷を癒すということ」 

 阪神・淡路大震災時、被災者の｢心のケア｣のパイオニアとして奮闘しつづけた精神科医のヒュー

マンドラマです。 

日時 令和 4年 1月 16 日（日）午前 10時、午後 2時、午後 6時 
入場料 前売券 一般：1,000 円、中高生：800 円 当日券 一般：1,200 円、中高生：800 円 
定員 各回 70 名(先着順） 

 

〇運遊区 ～トレインビューの部屋でプラレール～ 

 実際に電車を見ながらプラレールで遊びましょう。保護者の方には一緒に鉄道を楽しむ方法を

紹介します。 

 同時開催：日常写真を用いたファミリー向けのアルバム作成のワークショップ 

日時 令和 4年 1月 16 日（日）・23 日（日）午前 10時～正午、午後 1時～3時 
講師 石﨑

いしざき

  顕良
あ き ら

さん 間中
ま な か

  理美
さ と み

さん 
対象 小学 4年生以下のお子さんと保護者 ※お子さん 2名、保護者 1名まで 
定員 各回 6組(先着順)   
参加費 300 円/組(アルバム作成のワークショップ参加：別途 500 円）  
持ち物 アルバム作成時、日常写真 5～6枚。記念で持ち帰ってきた切符など 
 

〇マスク疲れ改善 声楽体操 

 マスク疲れ改善のために行う体操講座です。ヨガマットと鏡をお持ちのうえ、動きやすい服装

でご参加ください。一緒にマスク下美人をめざしましょう。 

日時 令和 4年 1月 22 日（土）午前 10時～ 
講師 早川

はやかわ

  ちひろさん 
定員 20 名(先着順)  
参加費 2,500 円 
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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  



  

 

 
 

 
〇川又 千代ソプラノコンサート 

 17 歳の清々しい歌声をお楽しみください。 

日時 令和 4年 1月 30 日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分 
出演 ソプラノ：川又

かわまた

  千
ち

代
よ

さん ピアニスト：水沼
みずぬま

  寿和
としかず

さん 

定員 70 名(先着順) 
入場料 500 円 
 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前 1-10） 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。残席があれば当日でも参加できます。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止になる場合があります。また、当日はマスクの

 着用をお願いします。なお、発熱・風邪等の症状がある方、体調がすぐれない方のご参加はお

 控えください 
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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。 

 ㉒ 第 23 回 歌声広場 ～みんなで楽しく歌いましょう～ 

申・問 吉澤
よしざわ

 ℡ 0296-77-2402 
 
 音楽ボランティアグループ｢ローサス｣の伴奏にあわせて童謡唱歌、昭和歌謡、フォークソング

などを歌います。仲間と楽しい時間を過ごして、脳を活性化させ元気に過ごしましょう。 

 当日の歌詞集は配布しますので、飲み物をお持ちのうえ、ご参加ください。 

日時 令和 4年 1月 29 日（土）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） 

対象 シニア 

参加費 無料 

定員 60 名(先着順） 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 令和 4年 1月 15 日（土） 

※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場合があります。ご来場の際

 は、マスク着用、手指消毒、検温等にご協力ください。 

 県では、親の病気や虐待などで、生まれた家庭で暮らせない子どもが温かな家庭的雰囲気で生活

できるように、里親制度を積極的に推進しています。里親に関心がある方はご連絡ください。 

※詳しくは、茨城県青少年家庭課のホームページをご覧ください。 

問 茨城県中央児童相談所 里親担当 ℡ 029-221-4150 

 

ご存知ですか?里親制度 



【回覧】 次号は令和 4 年  1 月 6 日発行 第 3 -19 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉔ まちの駅 笠間宿 イベント 

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

    メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp  
〇笠間ふれあい大学 

 人生 100 年の時代の生き方や輝き方を学ぶ場です。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。マスクを着用のうえご参加ください。 

日時 令和 4年 1月 9日(日) 令和 4年 1月 29 日(土) 

内容 ｢新春に夢を語ろう｣放談会スタイルで 
参加者みんなで夢を語る会です 倫理法人会の取組みと社会貢献活動の紹介 

講師 グラウンドワーク笠間 理事 小林
こばやし

  久雄
ひさお

さん 笠間倫理法人会 会長 藤枝
ふじえだ

  英明
ひであき

さん 
参加費 1,000 円(おしることお菓子付き) 
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。開催日前日までお申し込みできます。 
※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。 
 
〇懐かしのムード歌謡を楽しむ集い  

 懐かしのムード歌謡を楽しみましょう。マスク着用でご参加ください。 

日時 令和 4年 1月 23 日（日）午後 2時～4時 
出演 演奏：オールドパーソンズ、リーダー 元｢ロス・インディオス｣ 江口

え ぐ ち

  修一
しゅういち

さん 
参加費 2,500 円(ソフトドリンク・お茶菓子付き） 
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 令和 4年 1月 20 日（木） 
※｢まちづくり市民活動助成事業｣の助成を受けて活動しています。 
 
場所 まちの駅 笠間宿 (笠間市笠間 2247） 

 
 ㉕ 新型コロナウイルス感染症防止に伴う行事の中止のお知らせ 
 
 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。 

内容 問 
第14回  どんと焼き交流事業 岩間上郷地域ホタル増やそうかい 小松崎 ℡ 0299-45-0948 
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 ㉓ フルートデュオ &  ピアノ       申・問 内海 妙子 ℡ 029-251-1936 
 
 みんなで楽しく音楽に触れてみましょう。マラカスを一緒に作って、みんなで演奏会をします。 

日時 令和 4年 1月 23 日（日）午前 10 時～11時 30 分 午後 2時～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） 

出演 内海
うちうみ

  妙子
た え こ

さん 小野
お の

  久美子
く み こ

さん 磯野
い そ の

  舞
まい

さん 

定員 各回 70名(先着順)  

入場料 2,000 円/家族(3 名まで)、4名以上は 500 円/人、1歳未満は無料 

申込方法 電話でお申し込みください。定員になりしだい締め切ります。 

 


