
  

  
  ■ お知らせ 

①新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を 

②新型コロナワクチン追加接種(3 回目)について 

③新型コロナワクチン初回接種(1･2 回目)について 

④ごみの持ち込みの施設と料金を統一します 

⑤事業系ごみは自己処理が原則です 

⑥エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

⑦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～ 

⑧火入れ(芝焼き)が行われます 

⑨相続登記はお済みですか 

⑩遺児養育手当を支給します 

⑪在宅福祉サービス事業にご協力ください 

⑫会計年度任用職員(看護助手)を募集します 

⑬予備自衛官補を募集します 

⑭冬の省エネを実施しましょう 

⑮節分祭の開催についてお知らせします 
 

■ 教養・文化・交流 他 

⑯水戸産業技術専門学院 総合実務科 前期生募集 

⑰県民公開講座｢自分の健康は自分で守る 

 ～薬のプロ薬剤師に聞いてみよう～｣ 

⑱男だってやればできる ｢主夫力アップ講座｣ 

 

 

⑲ヘルスアップセミナー～おいしく食べて 

 健康に～笠間市ヘルスリーダーの会  

⑳エンディングノートの書き方講座 

㉑ゆかいふれあいセンター 泳力検定会 

㉒天神の里  ｢里山体験教室」 

㉓環境寺子屋 ｢環境教育人形劇∼CO2を減らそう∼」 

㉔ごみを考える会 視察研修 

㉕｢かさま環境を考える会｣  視察研修会 

㉖かさましこ日本遺産地域の魅力再発見ツアー 

㉗日帰りバスツアー｢かさましこ～兄弟産地が 

   紡ぐ“焼き物語”～｣in 益子 

㉘かさま志
し

民
みん

オンライン講座 

㉙企画展｢幻の大津絵と東海道五拾参次」 

㉚第 22 回 かさまの陶雛  ｢桃宴」 

㉛羊毛フェルトと焼き菓子 

㉜第 5回トモアまつり オープニングフェス 

㉝ATAGO フェスイベント 

㉞やさしい英会話 無料体験教室 

㉟  NIDO 展 

㊱読み語りの会 

㊲まちの駅 笠間宿 イベント 
 

 

 

 

【回覧】お早めに回してください    全 14 ページ (A3…3 枚、A4…1 枚)      

 ① 新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を 
問 健康増進課感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145  

 今年に入り 1 月 17 日までに、市内で32件の新型コロナウイルス感染症の陽性者が確認されています。 

また、感染力が強いとされる新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が全国で急拡大してお

り、茨城県においても年明けに市中感染が発生し、急拡大しています。 

感染拡大防止のため、引き続き感染防止対策の徹底をお願いします。 

〇感染防止の基本「身体的距離の確保・マスクの着用・手洗い」 

〇日常生活では、まめに手洗い・手指消毒、せきエチケットの徹底、こまめに換気を 

〇日常生活の各場面では 

買い物は通販も利用、1人または少人数ですいた時間に 

公共交通機関の利用の際は、会話は控えめに、混んでいる時間帯は避けて 

食事のときは、料理に集中しおしゃべりは控えめに、お酌・グラスの回し飲みは避けて 

娯楽スポーツ等は、公園はすいた時間や場所を選ぶ、歌や応援は十分な距離かオンラインで 

冠婚葬祭などの親族行事は、多人数での会食は避けて 
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 ② 新型コロナワクチン追加接種(3回目)について(1 月 17 日現在） 
問 健康増進課   感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

  集団接種の予約の変更等：笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料） 
 
新型ワクチン追加接種(3 回目接種)の接種券については、2 回目接種完了後原則 7 か月以上経

過した 18 歳以上の方に、1 月 17 日より順次発送を開始しました。接種の方法は、2 回目接種完

了時期に応じて次のようになります。 
 

 臨時的前倒し接種 

国・県の前倒し接種の方針を受け、できる限り早く多くの方に接種していただけるよう、臨時

的に集団接種を先行して行います。 

対象者 2 回目の接種完了日が令和 3年 6月 13 日～28日までの方 
実施期間 1 月 27 日（木）～2月 10 日（木） 
接種方法 集団接種(笠間市民体育館） 

接種券発送の目安 

2 回目接種完了日 接種券送付時期(予定） 集団接種の時期 

令和 3年 6月 13 日～17日 1 月 17 日（月） 1 月 27 日（木）・28日（金）・2月 2日（水） 

令和 3年 6月 18 日～21日 1 月 21 日（金） 2 月 2 日（水）・3日（木） 
令和 3年 6月 22 日～24日 1 月 24 日（月） 2 月 3 日（木）・4日（金）・9日（水） 
令和 3年 6月 25 日～28日 1 月 28 日（金） 2 月 9 日（水）・10日（木） 
 

 臨時的前倒し接種期間終了後の接種 

初回接種の受け方により、集団接種と個別接種に分かれて実施します。 
対象者 2 回目の接種完了日が、令和 3年 6月 29 日以降の方 

接種方法 初回接種(1・2 回目接種)の接種方法に応じて、追加接種の方法を事前に指定して、接

種券と合わせて通知します。  

初回接種の 

接種方法 

追加接種の 

接種場所と方法 
予約の方法 

ワクチンの 

種類 

集団接種 
笠間市民体育館等

での集団接種 

日時指定のため予約不要です 

●接種日時、ワクチンの種類があらかじめ指定

 された接種券が届きます。変更を希望する場

 合または、接種を希望されない場合は、笠間

 市予約・相談センターにお電話ください。 

●医療機関での個別接種を希望する場合は、 

医療機関に直接予約を行ってください。 

モデルナ社 

個別接種 
市内協力医療機関

での個別接種 

予約が必要です 

●接種券がお手元に届いたら各医療機関の予

 約開始日以降に予約します。 

●集団接種を希望する場合は、笠間市予約・ 

相談センターにお電話ください。 

ファイザー社 

※1、2回目の接種が上記以外(県の大規模接種・職域接種等)の場合は、接種券に同封予定の案内

 をご覧ください。 
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笠間市事業継続給付金の申請手続きは 
2 月 28 日までです。 



※上記以降の予定は改めてお知らせします

個別接種が割り振られた方、または集団接種から個別接種に変更する方は、接種券がお手元に

届きましたら、下記事項を確認のうえ予約開始日以降に、協力医療機関に直接予約してください。

各医療機関の予約開始日までは、医療機関へのお問い合わせの電話はご遠慮ください。

※集団接種から個別接種に変更する方は、笠間市予約・相談センターに必ずキャンセルの連絡を

お願いします。

※今回お知らせする情報は 1月 17 日現在の情報のため変更となる場合があります。最新情報は

市ホームページや SNS 等でお知らせします。

令和3年6月29日以降に 2回目の接種が完了した方への接種券発送の目安

2 回目接種完了日 接種券送付時期(予定) 集団接種が割り振られた方の接種時期

令和 3年 6月 29 日～30日 1月 31 日（月） 2月 17 日（木）

令和 3年 7月 1日～ 4日 2月 4日（金） 2月 17 日（木）・18 日（金）

令和 3年 7月 5日～ 7日 2月 7日（月） 2月 18 日（金）

令和 3年 7月 8日～10日 2月 10 日（木） 2月 25 日（金）

令和 3年 7月 11 日～14日 2月 14 日（月） 2月 25 日（金）・26 日（土）

令和 3年 7月 15 日～18日 2月 18 日（金） 2月 26 日（土）・3月 9日（水）

令和 3年 7月 19 日～21日 2月 21 日（月） 3月 9日（水）

令和 3年 7月 22 日～25日 2月 25 日（金） 3月 9日（水）・10 日（木）・11日（金）

令和 3年 7月 26日～8月 1日 3月 1日（火） 3月 11 日（金）・17日（木）・18日（金）

市内協力医療機関の予約開始時期

医療機関名・所在地 電話番号 予約方法 予約案内

笠

間

地

区

いけうち医院(笠間 1200） 定期受診時 定期受診時に相談

石本病院(石井 2047） 0296-72-4051 電話･窓口 1月24日～予約受付開始

笠間耳鼻咽喉科(笠間1107-4) 0296-73-0111 電話 当院で初回接種をした方のみ予約受付中

神里医院(笠間1256) 0296-72-0177 電話･窓口

予約受付中
河村医院(笠間 223-2) 0296-72-2121 電話･窓口

佐藤医院(笠間 981-8) 0296-72-0032 電話

下田整形外科(笠間4390-3) 0296-73-0858 電話･窓口

友

部

地

区

あやか内科クリニック

(八雲 2-5-25)
0296-71-3022 電話･窓口

当院で初回接種をした方のみ

1月 25 日～予約受付開始

石橋内科医院(鯉淵6268-102) 0296-71-3181 電話 当院で初回接種をした方のみ予約受付中

笠間市立病院

(南友部 1966-1)
0296-77-0034 電話

初回接種日･方法等により、予約受付日が

異なりますのでお問い合わせください。

立川記念病院

(八雲 2-12-14)
0296-77-7211 窓口

当院で初回接種をした方のみ

2月上旬～予約受付開始

友部セントラルクリニック

(鯉淵 6679-11)

080-8085-

9695
電話･窓口

当院通院歴のある方のみ1月25日～予約受

付開始(午前9時～11時/午後3時～5時)

ともべ内科クリニック

(東平 3-1-21)
0296-70-5500

電話･窓口

病院ホーム

ページ

予約受付中

山本内科小児科(東平4-5-34) 0296-71-2232 電話 当院で初回接種をした方のみ予約受付中

岩

間

地

区

梅里クリニック

(下郷 4468）
0299-45-2002 電話

当院で初回接種をした方のみ

1月 24 日～予約受付開始

高瀬医院(安居 1291） 0299-45-2140 電話･窓口 定期受診している方のみ予約受付中

本多内科･循環器科医院(福島396) 0299-37-8556 電話･窓口 当院で初回接種をした方のみ予約受付中
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 新型コロナワクチン初回接種(1・2回目)について 
問 健康増進課 感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145 

 
 新型コロナワクチン初回接種(1・2回目)を各医療機関で実施します。 

 接種をご希望の方はクーポン券をお手元にご準備のうえ、各医療機関へ直接予約をしてください。 

【市内協力医療機関(1月 17 日現在)】                          

医療機関名 電話番号 予約方法 予約開始日 
石本病院(石井 2047) 0296-72-4051 電話・窓口 1 月 24 日～ 
高瀬医院(安居 1291) 0299-45-2140 電話・窓口 1 月 24 日～ 

ともべ内科クリニック(東平 3-1-21) 0296-70-5500 電話・窓口 

病院ホームページ 
1 月 24 日～ 

※18 歳以上のみ 
ねもとクリニック(大田町 215-13) 0296-77-7011 電話 1 月 24 日～ 

   

 ④ ごみの持ち込みの施設と料金を統一します   問 環境保全課(内線 126) 
 
令和 4年 4月 1日から、笠間地区の家庭系、事業系(事業所・許可業者)のごみを直接搬入する

施設が、笠間市環境センターへ変更になります。 

また、令和 4年 4月 1日から、笠間地区と友部・岩間地区で異なっている、家庭系・事業系(事

業所・許可業者)の持ち込みごみに係る処理手数料を、ごみの排出抑制、再資源化の推進、ごみ

処理に係る費用負担の公平性、施設周辺の混雑緩和等を目的として改定します。 

今後も安定したごみ処理の運営を図っていきますので、ご理解ご協力をお願いします。 

搬入場所 笠間市環境センター(笠間市長兎路仁古田入会地 1-62） 

受付日時 月～金曜日(祝日を含む）※土・日および年末年始は休み 

     午前 9時～正午/午後 1時～5時 

改定後の持ち込みごみの処理手数料(笠間市環境センターでの処理手数料） 

分類 処理手数料 
無料区分は廃止します 

一般家庭から生じたもの 10kg につき 100 円 
事業活動に伴って生じたもの 10kg につき 200 円 

※ごみの種類(可燃、不燃、粗大ごみ)を問わず一律料金となります。 

※搬入量が 10kg に満たないときは 10kg とします。 
 

ごみ処理体制等の統一について市民および事業所を対象に説明会を実施します。 

申し込みは不要です。マスクを着用のうえご参加ください。 

詳しくは右の QR コードでご確認ください。 
 

 ⑤ 事業系ごみは自己処理が原則です       問 環境保全課(内線 127) 
 
 事務所、店舗などの事業所から出たごみは、｢事業系ごみ｣として、事業者の責任で適正に処理する

ことが法律により義務づけられています(廃棄物の処理および清掃に関する法律 第3条第1項）。 

事業活動に伴って出るごみは、｢質｣や｢量｣にかかわらず｢事業系ごみ｣となりますので、｢家庭

ごみ｣とは異なり市では収集しません。 

｢事業系ごみ｣は自らごみ処理施設等に持ち込むか、または収集運搬の許可業者に委託して処理

することになります。 

なお、住宅と併設されている事業所(住まいと事業所が一緒)については、家庭から出るごみは

｢家庭ごみ｣として、事業活動から出るごみは｢事業系ごみ｣としての処理をお願いします。 

 

４ぺージ 
2022-0120 

 

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑥ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 

申・問 環境保全課(内線 127） 
 
 委員会は傍聴することができます。 

日時  2 月 24 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：施設の維持管理 

   (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  2 月 24 日（木）午前 9時まで 

※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。 

 

 ⑦ 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～ 
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  
 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 第 2期笠間市教育振興基本計画（案） 

案の趣旨 

教育振興基本計画は、教育基本法第 17条第 2項の規定に基づき、教育振興の施策に関する基本

的な計画について、地域の実情に応じ定めるよう努めることが定められていて、本市では、平成

29年 3月に「笠間市教育振興基本計画」を策定し、計画的に教育行政の向上に取り組んできまし

た。現在の計画は令和 3年度末までであり、この間、教育を取り巻く環境や社会情勢の変化、また、

令和 3年 3月に改定した「第 2次笠間市教育施策大綱」と整合性を図りつつ、これまでの成果と課

題を踏まえ、改定を行うものです。 
 
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 1 月 27 日（木）～2月 15 日（火） 

 ⑧ 火入れ(芝焼き)が行われます            

問 農政課(内線 529） 
 

 1 月から 3 月にかけて、各自治会などによる農地の害虫駆除などを目的とした火入れ(芝焼き)

が行われます。風向きなどにより、煙の拡散や降灰などを伴うことがありますので、ご注意くだ

さい。 

 実施日や区域などは、市ホームページなどで随時お知らせします。詳しくは右上の QR コード

でご確認ください。 
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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。 



在宅福祉サービスは、市民の皆さんの参加と協力によって行われる有償の助け合い活動です。

空いている時間を活用して、協力会員として活動してみませんか。

活動内容 食事づくり、掃除、洗濯、医療機関への送迎、産前・産後のお手伝い等

協力料金 700 円/時間

活動時間 月～金曜日(祝日、12月 28 日～1月 5日、8月 13 日～16日を除く）、

午前 9時～午後 5時(月 5時間程度）

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 3 月 9 日（水）

⑪ 在宅福祉サービス事業にご協力ください
申・問 笠間市社会福祉協議会 在宅福祉サービスセンター ℡ 0296-78-3939

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 4 日（金）

⑩ 遺児養育手当を支給します
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

勤務内容 入院病棟の看護助手業務

雇用期間 3 月 1 日～

勤務時間 週 5日(ローテーション勤務により、土・日・祝祭日勤務含、勤務日は応相談）

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分のうち 7時間 45 分勤務

勤務場所 笠間市立病院(笠間市南友部 1966-1）

募集人数 若干名

賃金 1,012 円～1,041 円/時間 ※別途通勤手当支給あり

資格等 特になし(ホームヘルパー2級の資格有の場合 1,041 円/時間）

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)を本人が直接市立病院へ持参してください。履歴書等は返

却しませんので、ご了承ください。

⑫ 会計年度任用職員(看護助手)を募集します
申・問 市立病院 ℡ 0296-77-0034
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茨城司法書士会では 2月の 1か月間(土、日、祝日を除く)を相談期間とし、相続登記、遺言、

遺産分割協議などの相続に関するご相談に無料でお応えします。

事前予約制となりますので直接、各司法書士事務所へご予約ください。

⑨ 相続登記はお済みですか 問 茨城司法書士会 ℡ 029-225-0111

笠間市公式 LINE
生活に役立つ情報をお届けします。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ 冬の省エネを実施しましょう 
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) 

 
  2 月は、｢省エネルギー月間｣です。 

 ウォームビズや、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できます。 

 電気を正しく使い冬の省エネルギーを心がけましょう。 

 

 

 ⑯ 水戸産業技術専門学院 総合実務科 前期生募集 
問 水戸産業技術専門学院 ℡ 029-300-5221  

訓練期間 4 月 8日（金）～9月 22 日（木）  

訓練内容 OA 実技を含む基礎学科、生活習慣の確立やコミュニケーション能力を高める社会適 

    応訓練、販売・物流・清掃・介護等に関する知識技能の習得 

対象 軽度の知的障がい者として療育手帳をお持ちの方、または公的機関でこれと同等と判断 

  された方など 

募集人数 10 名(選考あり)  

授業料 無料(作業服など別途負担金約 14,000 円)  

入学選考日 2 月 21 日（月) 

応募方法 管轄の公共職業安定所へ直接お申し込みください。 

応募期限 2 月 7日（月） 

 

 ⑬ 予備自衛官補を募集します 
申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294 

 
応募資格 【一般公募】18歳以上 34歳未満の方  

     【技能公募】18歳以上で保有する国家免許資格等に応じ 53歳未満～55歳未満の方 

応募期限 4 月 8日（金）必着 

試験日 4 月 16 日（土）～17日（日）の間の指定する 1日  

※自衛官候補生は通年募集しています。 
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 ⑮ 節分祭の開催についてお知らせします  

問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、2月 3日(木)の節分祭の開催予定は次のとおりです。 

最新情報は市ホームページでお知らせしますので、右上の QRコードでご確認ください。 

開催予定 飛龍神社 （1月 27 日（木）に最終判断予定） 

神事のみ実施 笠間稲荷神社、常陸国出雲大社、八坂神社、大井神社、城山出世稲荷神社、 
近森稲荷神社、稲田神社、石井神社、愛宕神社、六所神社 

開催中止 鳳台院 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる場合があります。 

 

便利な身分証明書 マイナンバーカード 
取得はお早めに！         



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ⑲ ヘルスアップセミナー ～おいしく食べて健康に～ 

  笠間市ヘルスリーダーの会      申・問 保健センター ℡ 0296-77-9145 
 
 生活習慣病予防のお話や、栄養バランスや減塩、野菜摂取アップなどを意識した食事の試食 

など、健康づくりに役立つ情報が盛りだくさんです。ぜひご参加ください。 

日時 2 月 25 日（金）午前 10 時～午後 0時 30 分 受付：午前 9時 45 分～ 

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1） 

内容 健康づくり情報(健康ワンポイントアドバイス、食事バランスと減塩のコツを知ろう) 

   家の味噌汁またはスープの食塩濃度チェック、量と栄養バランスのとれた食事の調理と試食 

対象 市内在住の方 

定員 12 名(申し込み多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 エプロン、三角巾またはバンダナ、味噌汁またはスープ(よく洗った空瓶やペットボト

    ルに 50 ㏄程度入れた物）、筆記用具、飲み物 

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 2 月 14 日（月） 

※新型コロナウイルスの感染状況により日程等の変更または中止となる場合があります。 

 ⑱ 男だってやればできる｢主夫力アップ講座｣ 
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  

 定年退職を迎え、第 2の人生をスタートする男性向けの講座です。調理や掃除を自分自身がし

なくてはならない時のために家事を身に着け老後を快適に過ごしましょう。 

日時 2 月 27 日（日）午前 9時 30 分～午後 3時 

場所 地域福祉センターいわま(笠間市下郷 5139-1） 

講師 (株)ダスキン 小畑
お ば た

  祐介
ゆうすけ

さん  社会福祉協議会 栄養士 田中
た な か

 朋子
と も こ

 

対象 60 歳以上の男性の方 

定員 10 名 

参加費 500 円(調理材料代） 

申込方法 窓口で直接、または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。 

※新型コロナウイルス感染症により、変更および中止になる場合があります。 

 ⑰ 県民公開講座 

  ｢自分の健康は自分で守る～薬のプロ薬剤師に聞いてみよう～｣ 
申・問 茨城県薬剤師会 ℡ 029-306-8934  HP http://www.ipa.or.jp 

 
 薬やサプリメントを利用したセルフメディケーションの方法や、健康管理をサポートする薬

局・薬剤師の存在について講演をします。 

日時 2 月 20 日（日）午前 10 時～正午 

内容 Zoom ウェビナーを使用した WEB 開催 

講師 医薬情報研究所 (株)エス・アイ・シー 医薬情報部門責任者 堀
ほり

 美智子
み ち こ

さん 

定員 1,000 名(先着順） 

参加費 無料 

申込方法 茨城県薬剤師会のホームページのお知らせ欄の｢県民公開講座｣からお申し込みくだ

     さい。 
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉑ ゆかいふれあいセンター 泳力検定会 
申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796 HP http://www.yukai-sif.jp/ 

 
 (公財)日本水泳連盟が認定する公認の泳力テスト(1～7級)です。合格すると履歴書や内申書に

資格として書くことができます 

日時  3 月 12 日（土）午前 10時 30 分～午後 0時 30 分 

場所 ゆかいふれあいセンター プール(笠間市仁古田長兎路入会地 1-171） 

対象 小学生～中学生で 25m 泳げる方 

定員  30 名(定員になりしだい締め切り) 

参加費 1 種目検定：510 円 2 種目検定：820 円(2 種目まで受験可能) 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。 

申込期間   2 月 12 日（土）午前 10時～26日（土） 

 
 ㉒ 天神の里「里山体験教室」 

申 環境保全課(内線 125)  
問 NPO 法人ビオトープ天神の里を作る会 橋本 ℡ 090-2214-5589 

 
自然ふれあいの森ビオトープ天神の里で、里山体験教室を行います。里山について学び、整備を

行い、生物探索をして、里山について学んでみませんか。汚れてもよい服装でご参加ください。 

日時 2 月 19 日（土） 集合：午前 9時 解散：午前 11時 30 分(予定) 

場所 ビオトープ天神の里  駐車場(北山公園付近） 

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 手袋(軍手でもよい）、長靴または汚れてもよい靴、帽子、飲み物、マスク 

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

     さい。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。 

申込期限 2 月 9日（水） 

※ビオトープ天神の里を作る会では自然保護活動などを行っています。活動にご興味のある方 

はお問い合わせください。 
※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。 
 

 ⑳ エンディングノートの書き方講座 
申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871  

 これからの自分を見つめなおしてみませんか。エンディングノートの書き方を学びます。 

日時 3 月 1日（火）午後 1時 30 分～3時 

場所 地域医療センターかさま 介護予防室(笠間市南友部 1996-1） 

対象 市内在住の方 

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選) 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 2 月 18 日（金） 
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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  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉓ 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） 
 
 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 2 月 26 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 地域交流センターいわま｢あたご｣(笠間市下郷 4438-7) 

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 30名(応募多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

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

     さい。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。 

申込期限 2 月 16 日（水） 

※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。 

  ㉔ ごみを考える会 視察研修 

申・問 環境保全課(内線 126） 
 
東日本大震災で津波と原発事故で未曽有の被災地となった、福島県の災害廃棄物処理の現状を見

て、あらためて大震災について理解を深めてみませんか。 

日時 2 月 16 日（水）集合出発：午前 7時 30 分 帰着予定：午後 5時 30 分  

集合場所 市役所本所 正面玄関前(笠間市中央 3-2-1） 

研修先 請戸小学校・原子力災害伝承館・東京電力廃炉資料館 

定員 15 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 2,300 円(昼食代、見学料等） 

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

    詳細は、申込後通知します。 

申込期限 2 月 4日（金） 

※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。 

 
 ㉕ 「かさま環境を考える会」視察研修会 

申・問 環境保全課(内線 125） 
 
 令和 2年 4月から稼働した、｢水戸市清掃工場えこみっと｣を見学します。ごみを燃やす際に発

生する熱を利用して発電を行うなど、環境に配慮した施設を見学しませんか。 

日時  2 月 25 日（金）集合：午前 8時 15 分 出発：午前 8時 30 分 帰着予定：午後 4時 30 分 

集合場所 市役所岩間支所 正面玄関付近(笠間市下郷 5140） 

見学場所 ・水戸市清掃工場 えこみっと(水戸市下入野町 2100） 

     ・大串貝塚ふれあい公園(水戸市塩崎町 1064-1） 

     ・埋蔵文化財調査センター(ひたちなか市中根 3499） 

定員 29 名(応募者多数の場合は抽選） 

参加費 300 円 ※昼食は各自でご用意ください。 

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

    さい。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。 

申込期限 2 月 15 日（火） 

持ち物 マスク、飲み物、雨具 

※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。 
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 ㉖ かさましこ日本遺産地域の魅力再発見ツアー 
申・問 近畿日本ツーリスト 宇都宮支店 ℡ 028-346-5521  

 日本遺産の構成文化財や特産品などの地域の魅力にふれることができるモニターツアーを開

催します。地域を見直すことができる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。 

集合日時 2 月 13 日（日）出発予定：午前 8時 40 分 帰着予定：午後 5時 

集合場所 笠間公民館 駐車場(笠間市石井 2068-1） 

コース 笠間稲荷神社(特別参拝)→製陶ふくだ(手びねり体験)→道の駅かさま(昼食)→ 

    岩下製陶(登り窯見学)→イチゴ狩り体験→圓通寺(特別拝観) 

対象 市内の小中義務教育学校に通学する小学 3年生～中学 3年生の児童、生徒とその保護者 

   ※児童、生徒 1名に対し保護者 1名の参加とします。 

定員 10 名 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

 

 ㉗ 日帰りバスツアー 

  ｢かさましこ～兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”～｣in 益子 
申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211  
    メール kasama@intio.or.jp 

 
 今回のツアーでは、益子の日本遺産に関連する歴史や文化にゆかりのあるスポットをめぐりま

す。冬の益子で充実した旅を楽しみませんか。 

日時 ① 2 月 26 日（土）・② 2月 27 日（日） 午前 8時～午後 4時 50 分(予定) 

集合場所 笠間市営荒町駐車場(笠間市笠間 1556）※解散場所も同じ 

コース 綱神社・地蔵院・宇都宮家の墓所→濱田庄司記念益子参考館→昼食(道の駅ましこ)→ 

   西明寺→陶芸メッセ/益子陶芸美術館→外池酒造店 

    ※詳細は、笠間観光協会ホームページをご確認ください。 

対象 新型コロナワクチンを 2回接種済みの方 

定員 各日 20名(応募者多数の場合は抽選) ※最少催行人数 15名 

参加費 3,000 円 

申込方法 電話、または FAX、右上の QRコードからお申し込みください。 

申込期限 2 月 17 日（木） 

 ㉘ かさま志
し

民
み ん

オンライン講座 

問 岩間公民館 ℡ 0299-45-2080 友部公民館 ℡ 0296-77-7533 
 

 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。

新たな講座を配信しましたので、ぜひご覧ください。 

講座名 手作りで布ぞうりを作って足元から健康に 

    リサイクル｢古葉書を使って簡単ブローチ」 
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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） 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ 企画展「幻の大津絵と東海道五拾参次」 
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 生涯学習課(内線 382） 

 
 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。 
日時 前期：｢日本橋～掛川｣ 2月 6日(日)まで 後期 ：｢袋井～京都｣2月 8日(火)～3月 6日(日) 

   ※月曜日休館、祝日の場合は開館しその翌日が休館 

   午前 9時 30 分～午後 5時(入館は午後 4時 30 分まで） 

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4) 

〇高齢者芸術鑑賞事業 

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。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)は無

料でご覧いただけます(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）。 

※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、笠間日動美術館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。 
 
 ㉚ 第 22 回 かさまの陶雛｢桃宴」   問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 
 
 22 回目の今年は市内 23 店舗が参加し、期間中は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。一足早く春を感じられる｢桃宴｣へぜひお出かけください。 

日時  1 月 26 日（水）～3月 3日（木） 

参加店 やまさき陶苑・丹野陶房・原陶工房・東風舎・アトリエ フラスカ・きらら館・笠間工 

   芸の丘・ドロップイン・かさま歴史交流館 井筒屋・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・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・春風萬里荘・大津晃窯・とんかつ水龍 

【イベントのお知らせ】 

〇お雛様ライブ 花は咲く、トトロファンタジー、上を向いて歩こうなどを演奏予定です 

日時 2 月 20 日（日）午後 2時～ 

場所 笠間工芸の丘 クラフトホール(笠間市笠間 2388-1) 

出演 笠間ウィンドアンサンブル 
 

〇桃宴ワークショップ 自分だけの｢笠間焼のお雛様｣を作れます。電話でご予約ください。 
日時 1 月 26 日（水）～3月3日（木）毎日開催 

場所 大津晃窯(笠間市手越68 ℡ 0296-72-4323) 製陶ふくだ(笠間市下市毛754 ℡ 0296-72-0670） 

参加費 2,000 円～ 

申込方法 開催場所に直接電話でお申し込みください。 

※詳細は、市ホームページに掲載しています(市ホームページトップ⇒｢桃宴｣で検索） 
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 ㉛ 羊毛フェルトと焼き菓子          問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521 
 
 羊毛作品と焼き菓子の展示販売です。笠間の家の空間を作品と一緒にお楽しみください。 

日時 2 月 11 日（金・祝）午前 11時～午後 4時 

場所 笠間の家 2階 ギャラリー(笠間市下市毛 79-9） 

出展 羊毛作品：umeka
ウ メ カ

さん 焼き菓子：hjemme
イ エ メ

さん 

小中学生の登下校の見守りをお願いします。  



  

 

 

 

 ㉝ ATAGO フェスイベント  

申・問 地域交流センターいわま「あたご」℡ 0299-57-3357  
 2 月 11 日（金）～3月 10 日（木）は｢ATAGO フェスイベント月間｣です。期間中は終日｢あたご

似顔絵展覧会｣も開催しています。 

日時 内容 

2月19日（土） 

午前 10 時 

～午後 1時 

社協岩間によるミニバザー  

・手づくりの食事と小物の販売 

午前 10 時 

～正午 

親子で楽しむ環境カルタ 講師：川村
かわむら

   優一
ゆういち

さん 

・SDGｓをカルタで楽しみながら学びましょう。 

定員：先着 16組(小学生と同伴者）、要予約 

参加費：700 円/組 

ひばり朗読会による朗読鑑賞 定員：30名 参加費：無料 

2月20日（日） 
午前 10 時 

～午後 3時 
水戸レールクラブによる｢模型走行会｣披露 参加費：無料 

3 月 6日（日） 
午前 10 時 

～午後 4時 

ｅスポーツ体験会 

・｢ぷよぷよ」「グランツーリスモ｣を子どもからシニアまでみん

なで体験しましょう。優勝者に景品があります。 

 定員：30名 参加費：無料 

場所 地域交流センターいわま｢あたご」(笠間市下郷 4438-7） 

申込方法 開講日の前日まで窓口で直接または電話でお申し込みください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止や内容変更になる事があります。 

令和4年 1月 20日  第 3 ｰ 20号 
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 ㉜ 第 5回トモアまつり オープニングフェス 
申・問 地域交流センターともべ        ℡ 0296-71-6637 

 
 トモア開館 5周年を記念して、今後一年間を通じて各種イベントを開催します。今回のオープ

ニングフェスでは、サークルや団体、カルチャー講座の方々が日頃の活動内容を発表します。 

日時 2 月 19 日（土）・20日（日） 午前 10時～午後 3時 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前1-10） 

内容 ①ステージ発表 ②体験コーナー ③作品等の展示 

参加費 無料 
※新型コロナウイルス感染症の影響により中止になる事があります。感染拡大防止のため、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 

は参加をお控えください。 

 

 ㉞ やさしい英会話 無料体験教室    申・問 吉田
よ し だ

  英夫
ひ で お

 ℡ 090-2563-2670 
 
 楽しく英語を話してみませんか。筆記用具をお持ちのうえ、ご参加ください。 

日時 2 月 17 日（木）午前 10 時～正午 

場所 友部公民館 2F 討議室(笠間市中央 3-3-6) 

講師 タスファイエ ガライヤさん 

定員 20 名(先着順） 

参加費 無料 

申込方法 電話でお申し込みください。 

申込期限 2 月 15 日（火） 

 
農地の貸し借りには、農地中間管理機構をご活用ください。 
市農業公社 ℡ 0296-73-6439 



【回覧】 次号は  2 月 3 日発行 第 3 -21 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ㊲ 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 2 月 6日（日）午前 10時～正午 2 月 20 日（日）午前 10時～正午 

内容 

多様な楽器で音楽を楽しみましょう ※音楽科 

･バンジョー 万丈童子(カントリー&ブルーグラス) 

･馬頭琴 フルハシユミコ Band(モンゴル音楽) 

･フルート ちぃ&フレンズ(フルート四重奏) 

講師 万丈童子リーダー 斉藤
さいとう

  秀夫
ひ で お

さん 

｢SDGs(持続可能な開発目標)を学ぼう｣ 

教育・観光・農業等を一緒に考え学びます。 

講師 廣水
ひろみず

  乃
のり

生
お

さん 

参加費 1,000 円(お菓子付き） 
※｢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。 
 

〇2 月音楽ライブ マスク着用でご参加ください。 

日時 2 月 12 日（土）午前 10時～正午 2 月 27 日（日）午後 2時～4時 

内容 音楽にのせて英会話を 

楽しく学ぶ集い 

歌謡&ポップスライブ ※出演希望者募集します 

1 部：椎茸栽培ライブ 

2 部：生バンドで楽しく歌ってみよう  

出演 小林エリス(バイリンガル) 
&くまモン定(ピアノ) 椎茸栽培(ラテンテイストバンド) 

参加費 2,000 円(お菓子付き） 
※｢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。 
 

定員 各日 20名(先着順） 

申込方法 前日までに電話、FAX またはメールでお申し込みください。 

場所 まちの駅 笠間宿 (笠間市笠間 2247） 
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 ㉟ NIDO 展                 問 奥田製陶所 ℡ 0296-72-0717 
 
 笠間陶芸大学校を卒業し、スタジオnido

ニ ド

で創業に向け作陶活動を行う 4人の若手陶芸家のグル

ープ展です。ぜひお気軽にお越しください。 

日時 2 月 11 日（金・祝）～27日（日）午前 10 時～午後 5時 

場所 奥田製陶所内 スタジオ nido バ・レンドギャラリー(笠間市下市毛 45) 

出展 スタジオ nido 所属：出口
で ぐ ち

  結莉
ゆ り

さん、丸山
まるやま

 純
じゅん

さん、金井
か な い

  春樹
は る き

さん、田澤
た ざ わ

   雅義
まさよし

さん 

 ㊱ 読み語りの会      問 読み語りの会 プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954  
  
 読み語りの会 プラスワンが朗読会を開催します。事前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  2 月 15 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 二月の鬱、お初お玉、夜のドライブ、花の 顔
かんばせ

 しっぺい太郎ほか 

 


