
  

   

  ※掲載内容は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。 

  ■ 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接種情報 

③元気で過ごすために体や心を動かしましょう 

④住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 のお知らせ 

⑤第 十一 回  特別弔慰金の請求を受け付けています 

⑥笠間市長選挙及び笠間市議会議員補欠選挙 

 のお知らせ 

⑦かさま環境市民懇談会委員を募集します 

⑧放課後児童クラブ春休み一時入所を 

 受け付けます 

⑨法律と登記等に関する無料相談会を 

 開催します 

⑩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～ 

⑪令和  4  年度 会計年度任用職員を募集します 

⑫会計年度任用職員(看護師)を募集します 

⑬寺子屋事業の英語講師を募集します 

⑭エコフロンティアかさま各委員会を開催します 

 

 

⑮県民交通災害共済の加入受付を開始しました

⑯市営駅前有料駐車場･駐輪場をご利用ください 

 

■ 教養・文化・交流 他 

⑰地域づくり合同集会 

⑱もの忘れ相談会 

⑲講演会   ｢みんなで見つける成長の芽」 

⑳ママ・リフレッシュ｢タイ式マッサージ」 

㉑腰痛予防教室 

㉒環境寺子屋講演会 

 ｢みんなでエネルギーを考えよう」 

㉓かさましこ日本遺産推進講演会 in 笠間 
㉔茨城 糸かけアート三人展 

㉕茨城県手話通訳者養成講座 

㉖大人向けストリートダンス教室無料体験 

㉗かさま歴史交流館 井筒屋イベント 

㉘道の駅かさま イベント情報 

㉙新型コロナウイルス感染症拡大に伴う 

 講演会の延期情報 
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令和4年 2月 3日  第 3 ｰ 21号 

 ① 新型コロナウイルス感染症関連情報 
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 

 
 茨城県内全市町村にまん延防止等重点措置が適用されています。 
 まん延防止等重点措置の適用期間：1月 27 日（木）～2月 20 日（日） 
今年に入り 1 月 31 日までに、市内で 266 人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。 
 

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。 

■基本的な感染対策の徹底(症状がある場合には、速やかに医療機関を受診） 

■混雑した場所や感染対策が徹底されていない飲食店など、感染リスクの高い場所への外出・ 

 移動の自粛 

■県外との不要不急の往来自粛(特に、まん延防止等重点措置が適用された都道府県） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 新型コロナワクチン接種情報（2月 1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 

  集団接種の予約変更等：笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料） 
  
新型コロナワクチン追加接種(3 回目接種)の接種券は、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、接種方法を指定して順次発送しています。 

 接種券の発送時期および集団接種に割り当てられた方の接種時期は、次のとおりです。 

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 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） 

令和 3年 8 月   2  日～4日 3 月  4   日（金） 3 月 18 日（金） 

令和 3年 8 月   5  日～7日 3 月   7  日（月） 3 月 18 日（金）・19 日（土） 

令和 3年 8 月   8  日～10 日 3 月 10 日（木） 3 月 19 日（土）・25 日（金） 

※上記以降の予定は「広報かさまお知らせ版」等で順次お知らせします。 

※集団接種の留意事項 

・寒さの厳しい季節のなかでの接種となりますので、各自で防寒対策をお願いします。 

・会場は、1か所「笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1）」のみとなります。 
 

 個別接種の予約 

個別接種に割り当てられた方は、市内協力医療機関に直接予約してください。なお、予約可能

な医療機関の情報等は、接種券に同封されたお知らせや笠間市ホームページ等でご確認くださ

い。 
※医療機関への予約は、接種券がお手元に届いてから行ってください。 

 
 デマンドタクシーかさまのご案内          問 企画政策課(内線 559） 

接種会場への交通手段にお困りの場合は、利用者の乗り合いで送迎を行う乗り合いタクシー

｢デマンドタクシーかさま｣をご利用ください。 

集団接種会場の笠間市民体育館へは、市内のどの地点からも乗り替えなしで利用できます。ま

た、通常は利用日の 2日前からの予約受付となりますが、新型コロナワクチン接種目的の利用の

場合、30日前から予約ができます。 

利用には、事前の利用登録、乗車チケットの購入、乗車予約が必要です。 

運行日 月～土曜日(祝日を除く） 

運行便 午前 8時 15 分、9時～午後 4時まで 1時間ごと 

乗車料金 1 回 400 円 

    予約 デマンドタクシーかさま予約センター  ℡ 0296-70-9000 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
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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。

茨城県が新型コロナワクチン大規模接種会場で追加接種(3 回目接種)を行います。

対象者 2 回目接種完了後、原則 7か月以上経過した 18歳以上の市内在住の方

※エッセンシャルワーカーの方は 6か月経過で接種可。詳細は市ホームページをご確認

ください。

ワクチンの種類 モデルナ社製

接種会場 茨城県庁福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6）

接種日程 2 月 9 日（水）、11 日（金・祝）、13日（日）、16 日（水）、18日（金）、20 日（日）

23日（水・祝）、25日（金）、27日（日）

接種時間 午前 10 時 30 分～午後 6時

接種者数 1 日あたり約 90 人

予約方法 接種券が届いたら｢笠間市予約・相談センター｣に電話でご予約ください。

予約電話番号 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料)

受付時間：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 ※土日祝日も受付可

県の新型コロナワクチン追加接種(3 回目接種)について

新型コロナワクチン接種に関する内容は 2月 1日現在の情報です。

最新情報は市ホームページをご確認ください。

コロナ禍で、気候的にもまだまだ寒い中、生活不活発(動かないこと)が続くことで、フレイ

ル(虚弱)が進んでしまう心配があります。フレイルを予防するためのいくつかのポイントをま

とめてみました。

1 体調管理のポイント

マスクは不織布のものを正しく装着、こまめに手を洗う、室内の換気、黙食など、感染予防

を心がけましょう。

2 運動のポイント

・座っている時間を減らし、こまめに動きましょう。

・筋力を維持しましょう。夕方 5時の時報が聞こえたら体操を始めるなど、毎日の生活の中に

体を動かす習慣を作りましょう。

・気分転換に散歩を楽しみましょう。ただし、人混みを避けることが大切です。

3 食生活・口腔ケアのポイント

・三食欠かさず、なんでもバランスよく食べましょう。

・しっかりよく噛んで食べましょう。食事の前にお口を動かす体操をしたり、食後は歯や入れ

歯の手入れをするなど、口腔ケアに努めましょう。

4 人との交流のポイント

みんなで交流することが少なくなったこの時期、電話で誰かと話すなど、お互いに支えあう

ことを心がけましょう。

③ 元気で過ごすために体や心を動かしましょう
問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871

市ホームページ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ 
申 社会福祉課 笠間支所福祉課 岩間支所福祉課 
問 社会福祉課(内線 263・264） 

 
 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 住民税非課税世帯  

 令和 3年 12 月 10 日時点で笠間市に住民票があり、世帯全員が令和 3年度分の住民税均等割が

非課税である世帯 

2 家計急変世帯  

 申請時点で笠間市に住民票があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和 3年 1月か

ら令和 4年 9月までの間で家計が急変し、世帯全員それぞれの年収見込額が、住民税非課税相当

額(別表 1を参照)以下となる世帯 

(年収見込額：令和 3年 1月から令和 4年 9月までの任意の 1か月収入×12倍) 

別表 1 非課税相当額参考  

扶養している配偶者・親族の人数 収入額 所得額 

0 人 93.0 万円 38.0 万円 

1 人 137.8 万円 82.8 万円 

2 人 168.0 万円 110.8 万円 

3 人 209.7 万円 138.8 万円 

4 人 249.7 万円 166.8 万円 

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999 円 135.0 万円 
 

※住民税非課税世帯・家計急変世帯ともに、住民税が課税されている者の扶養親族等のみの世 

帯は除く。 

給付額 1 世帯当たり 10 万円を 1回支給 

※振込先は、原則として世帯主の口座です。 

※住民税非課税世帯対象と家計急変世帯対象の給付金の両方を受給することはできません。 

支給方法 給付金は原則、確認書等で指定した世帯主の金融機関口座へ振り込みます。振込予 

    定日は、改めて通知書にてご案内します。書類の受付から給付金の振り込みまで   

   は、3週間程度を見込んでいます。 

申請方法 

1 住民税非課税世帯  

 対象世帯に対し、市より確認書等をお送りいたします(令和 4年 2月 10 日から順次発送）。内容

をご確認いただき(変更等がある場合には必要事項を記入)返送することで、手続きは終了です。 

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、申請が必要となります(申請者は世

帯主の方です）。 

 書類配布場所等から申請書など必要書類を取得し、受付窓口に申請してください。 
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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） 
 



 

 

 

 

 

 
(1）受付窓口 社会福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課 

(2）必要書類 

 ①申請書、申立書 

 ②世帯主の本人確認書類(いずれか 1点) 

 ・マイナンバーカードのコピー(写真のある面)  ・運転免許証のコピー(写真のある面) 

 ・健康保険証のコピー(氏名が記載されている面) ・在留カードのコピー(写真のある面) など 

 ③振込先口座の確認書類(いずれか 1点) 

 ・振込先口座の通帳のコピー ・振込先口座のキャッシュカードのコピー 

 ④｢任意の 1か月の収入｣または｢令和 3年中の収入見込額｣の確認書類 

 ・給与収入：給与明細書などのコピー ・事業収入など：帳簿などのコピー 

 ・年金収入：決定通知書、改定通知書、振込通知書などのコピー 

 ・源泉徴収票、確定申告書などのコピー 

(3）書類配布場所 社会福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課 

受付期間  

1 住民税非課税世帯 2 月 14 日（月）～5月 10 日（火） 

2 家計急変世帯 2 月 14 日（月）～9月 30 日（金） 

 ※当日、消印有効 

 
 ⑤ 第 十一 回  特別弔慰金の請求を受け付けています 

申・問 友部地区:社会福祉課(内線 157) 笠間地区:笠間支所福祉課(内線 72133） 

    岩間地区:岩間支所福祉課(内線 73171）  
 ｢戦没者の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)｣の申請期限は令和 5年 3月 31 日で

す。手続きが済んでいない遺族の方は、お早めに申請してください。 

支給対象者   

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 2年 4月 1日時点で｢恩給法による公務扶助料｣や｢戦傷

病者戦没者遺族等援護法による遺族年金｣等の受給権を有する方(戦没者等の妻や父母等)がいな

い場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。 

順位 対象者 
1 弔慰金受給権者 
2 子 

3 
戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計を共にしていて、令和 2年 4月 1日現在、氏を変え

る婚姻または遺族以外の者と養子縁組をしていない 

(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 

4 上記 3に必要な要件を満たしていない 

(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 

5 戦没者等の死亡時まで引き続き 1年以上生計を共にしていた三親等内親族で 

(1)戦没者等の葬祭を行った者 (2)戦没者等の葬祭を行っていない者 
※子については、戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。 

※戦没者死亡後に出生した兄弟姉妹・孫・三親等内親族は、該当になりません。 

支給内容 額面 25万円(5 年償還の記名国債) 

請求方法 請求書類は、社会福祉課および各支所福祉課窓口でお渡しします。請求の際、マイナン

バーカードなど本人確認ができるもののほか、戸籍書類や印鑑などが必要です。 

請求期限 令和 5年 3月 31 日(請求期限を過ぎると受給権が消滅します) 
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。  

 



4 月 10 日（日）は、笠間市長選挙及び笠間市議会議員補欠選挙(欠員 1名)の投票日です。

選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。

投票できる方

今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。

・年齢要件 平成 16 年 4月 11 日までに生まれた方。

・住所要件 令和 4年 1月 2日までに笠間市に住民登録をされた方(転入届をされた方)で、引

き続き 3か月以上笠間市内に住所を有している方。

投票所

投票は、市内 51 か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される｢入場券｣に投票所の略図が

記載されていますので、自分の投票所を確認してください。(｢入場券｣は 3月下旬に順次発送さ

れます。)なお、下記の投票所は前回の選挙(令和 3年 10 月 31 日執行の衆議院議員総選挙)から

変更となりますのでご注意ください。

【友部地区】

投票時間

投票時間は、どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げ、午前 7時から午後 6時までです。そ

の時間以外には投票することができませんので、ご注意ください。

期日前投票

投票日当日に所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することがで

きます。入場券裏面の宣誓書に必要事項を記入のうえ、持参してください。

・期間 4月 4日（月）～4月 9日（土）

・時間 午前 8時 30 分～午後 8時まで

・場所 笠間市役所 本所および各支所

不在者投票

4 月 4 日（月）からできますが、事前に手続きが必要になりますので、お早めに笠間市選挙管

理委員会にお問合せください。

【対象】 ・笠間市に住民登録をしているが、笠間市外に滞在もしくは旅行している方

・県指定の病院に入院、施設に入所している場合など

郵便投票

重度の障がいを持つ方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方で、法律の定める一定の

障がいを有する方および介護保険法上の要介護 5の方)で、投票所で投票することができない方

のために郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、4月 6日

（水）までです。

なお、郵便投票をするには、事前に郵便投票証明書の申請が必要となりますので、お早めに

笠間市選挙管理委員会にお問合せください。

⑥ 笠間市長選挙及び笠間市議会議員補欠選挙のお知らせ
問 笠間市選挙管理委員会(総務課内：内線 207）

投票所 行政区

（旧）

鴻巣新農村集落センター

（新）

地域医療センターかさま

原店 1・原店 2・宿 1・宿 2・久保・

古山・宮前 1・宮前 2・鴻巣 1・鴻巣 2・

こうのす団地・県営友部アパート
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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。



特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている以下の要件に該当する方で、外出

自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示の日の翌日

から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

（1）感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第 44条の 3第 2項または検

疫法第 14 条第 1項第 3号の規定による外出自粛要請を受けた方

（2）検疫法第 14 条第 1項第 1号または第 2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施

設内に収容されている方

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙期日（投票日

当日）の 4日前までに(必着）、「1（1）の外出自粛要請、または（2）の隔離・停留の措置に係

る書面」を添付した請求書を郵送等で送付することにより、投票用紙等を請求してください。

選挙公報

各候補者の経歴や政見などを記載した選挙公報を、4月 6日（水）に新聞折込で配布します。

新聞を購読されていない方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。

なお、選挙公報は市役所のほか市の公共施設にも備え付けますのでご利用ください。

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策にあたって、有権者の皆さまに次の対策をお願いします。

（１）事前の検温(体温が 37.5 度以上の発熱の方または体調不良の方は申し出てください。）

（２）マスクの着用

（３）アルコール消毒液による手指消毒またはビニール手袋の着用

（４）入場・投票待ちの際には、間隔(1～2メートル)を開けること

※投票所には、筆記用具の持ち込みができます。ただし、鉛筆以外のペンはインクがにじむ可能

性があるので、鉛筆のご利用を推奨します。

開票

即日開票で、4月 10 日（日）午後 7時 30 分から笠間市民体育館で行います。

なお、投・開票の状況は笠間市ホームページでご覧になれます。

市ホームページアドレス http://www.city.kasama.lg.jp

市では、環境基本計画の推進に市民の皆さんの意見を反映させるため、かさま環境市民懇談会の

委員を公募します。かさま環境市民懇談会は、一般公募のほか、事業者、学識経験者等で構成され

市が策定する環境基本計画の推進に市民の視点から問題や課題に対する意見・要望・提言をいただ

く組織です。

会議は年間 1～2回の開催を予定しています。報酬はありませんのでご了承ください。

対象 市内在住で環境に関心のある 20 歳以上の方

定員 若干名(応募者多数の場合は選考あり）

任期 4 月 1日～令和 6年 3月 31 日(2 年間）

応募方法 いばらき電子申請・届出サービス(右上の QRコード)からまたは窓口で直接、郵送で

お申し込みください。応募用紙は、環境保全課と各支所地域課窓口に備え付けてい

るほか市のホームページからもダウンロードできます。

応募期限 3 月 4 日（金）

⑦ かさま環境市民懇談会委員を募集します

申・問 環境保全課(内線 125) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

令和4年 2月 3日 第 3 ｰ 21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。
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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）

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

内容 ・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。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

⑨ 法律と登記等に関する無料相談会を開催します
申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

日時 内容

3 月 15 日(火)

午前 10 時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

3 月 25 日(金)

4 月 13 日(水)
無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口 康夫さん

やまぐち や す お

4 月 11 日(月) 登記等に関する相談:司法書士 西間木 雅子さん
に し ま ぎ ま さ こ

各小学校の児童クラブでは、定員に空きがある場合に、3月 25 日（金）から 4月 5日（火）

の春休み期間中(日曜日は除く）、家庭で保育できない児童をお預かりします。

春休み全期間受け入れ可能 笠間小、稲田小、北川根小、岩間第二小、岩間第三小

3 月 25 日～31日のみ受け入れ可能 みなみ学園、友部小、大原小、友部第二小、岩間第一小

※上記以外の児童クラブについては、定員に達しているため申し込みできません。

次の民間児童クラブをご利用ください。

民間児童クラブ がくどうともべ ℡ 0296-78-4121、民間学童すまいる ℡ 0296-77-6608

民間学童たんぽぽ ℡ 0296-77-6608、学童エレナ ℡ 0299-45-6116

アフタースクールケアキズナバ ℡ 0296-85-6631

入所基準 共働き、疾病･障害等、家族の看護･介護、出産、その他特別の理由があること

申込方法 申込書および保育できない証明書等(保護者数分)に必要事項を記載のうえ、窓口で

直接お申し込みください(FAX、郵送は不可）。必要書類は窓口に用意してあります。

また、市ホームページからもダウンロードできます(トップページ⇒｢放課後児童

クラブ｣で検索）。

※定員の空き状況および申し込み状況により選考を行い、結果を通知します。

申込期限 2 月 28 日（月）午後 5時 15 分

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、受け入れができない可能性があります。

⑧ 放課後児童クラブ春休み一時入所を受け付けます
申 子ども福祉課 各支所福祉課

問 子ども福祉課(内線 164）



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。

案の趣旨

笠間市第2次総合計画は本市の目指す将来像｢文化交流都市 笠間～未来への挑戦～｣の実現に向

けて、総合的かつ計画的な行政運営を行い、効率的な施策や事業を展開するため策定しています。

今回、前期施策アクションプランが令和 3年度に終了となることから、後期 5年間(令和 4 年

度から令和 8年度)において将来像の実現に向けた取り組みを強化するため、｢44 の施策｣の基本

的な方向性と取り組みの内容を定める後期施策アクションプランを策定します。

提出先・問 企画政策課(内線 555) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-77-1324 メール info@city.kasama.lg.jp

意見募集期間 2 月 4日（金）～23 日（水・祝）

案の趣旨

第 3次笠間市行財政改革大綱の計画期間(平成 29 年度～令和 3年度)が、令和 3年度で終了する

ことから、今後の市の行財政改革の方向性や考え方を示す指針として、第 4次大綱を策定するも

のです。

提出先・問 総務課(内線 204) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

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

意見募集期間 2 月 9日（水）～28 日（月）

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。

⑩ 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～

案件名 笠間市第 2次総合計画後期施策アクションプラン（原案）

案件名 第 4次笠間市行財政改革大綱（案）

令和4年 2月 3日 第 3 ｰ 21号
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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。

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



市では令和 4年 4月 1日に任用する会計年度任用職員を募集します。希望される方は次により

お申し込みください。

受付期限 2 月 24 日（木）

受付時間 午前8時30分～午後5時15分(土・日・祝日を除く。公民館は月曜日を除く)

申込方法 市販の履歴書(写真を添付したもの)に記入のうえ、各担当部署へ本人が直接お申し込み

ください。資格が必要な職種については、資格証の写しを併せて提出してください(履

歴書は返却しませんのでご了承ください)。

選考方法 書類選考および面接等により決定します。

その他 職種により資格等が必要な場合がありますので、詳細については各担当部署へ直接お問い

合わせください。

＜募集一覧＞

職種 一般事務

⑪ 令和 4年度 会計年度任用職員を募集します
問 募集全般について：秘書課（内線552）

職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当部署

(申・問）

庁内各部署において事務全般、

窓口・電話対応、書類作成、

データ入力等

週 5日(7 時間勤務）

午前8時 30分～午後4時 30分
5名 923 円

秘書課

(内線552）

選挙事務に係る窓口・電話

対応、投票所準備事務、

資料作成等

週 5日(7 時間 30分勤務）

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 923 円

総務課

(内線206）

マイナンバーカード交付受付

事務、他関連事務処理、

窓口業務等

週 5日

(月1日程度日曜開庁当番あり)

平日:午前8時 45分～午後5時

15 分(7 時間 30 分勤務）

日曜開庁当番：午前 8 時 30 分

～午後 0時(3 時間 30分勤務)

3名 923円
市民課

(内線147)

児童扶養手当事務全般、

訪問調査、窓口・電話対応、

システム入力書類作成等

※要運転免許

月15日(7 時間勤務)

午前9時～午後5時
1名 923円

子ども福祉課

(内線166)

事務全般、窓口・電話応対、

書類作成等

週 5日(7 時間勤務)

午前 9時～午後 5時
2名 923 円

保健センター

℡ 0296-77-9145

事務全般、窓口・電話応対、

書類作成等

週 5日(7 時間勤務)

午前 9時～午後 5時
2名 923円

保険年金課

(内線141）

事務全般、施設・設備・備品

の貸出、定期講座開設の補助、

窓口・電話応対、書類作成等

週 3日(7 時間勤務)

(週 1 日は土・日勤務あり)

午前 8時 30分～午後4時 30分

2名 923円
友部公民館

℡ 0296-77-7533

週4日(7時間45分勤務)

(週 1 日は土・日勤務あり)

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

1名 923円
岩間公民館

℡ 0299-45-2080
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広報紙は笠間市ホームページでもご覧になれます。
http://www.city.kasama.lg.jp/



職種 職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当部署

(申・問）

夜間等

日直

公民館の夜間貸

館および施設管

理業務(貸館業

務、窓口・電話

応対、施設管理、

閉館業務）

①週 2日(月曜日休館は除く)

午後5時～8時(最長午後10時）

②月曜の日中(年間3～4日程度）

午前 8時～午後 5時の指定

する時間

計

6名
952 円

笠間公民館

℡ 0296-72-2100

友部公民館

℡ 0296-77-7533

①週 2日(月曜日休館は除く)

午後5時～8時(最長午後10時）

②祝日の月曜夜間(年間2日程度）

午後 5時～8時

3名 952 円
岩間公民館

℡ 0299-45-2080

保育士

※要資格

ともべ・

くるす保育所

での保育業務

週 5日(7 時間 30分勤務)

シフト制

午前7時 30分～午後7時 15分

5 名 1,103円
くるす保育所

℡ 0296-72-0563

ベビークラス

に参加した

乳児の託児等

月 2日(3 時間勤務）

午前9時～正午
1名 1,237円

保健センター

℡ 0296-77-9145

介護認定

調査員

※要資格、

運転免許

介護保険要介

護認定調査業務

(訪問調査、

調査票作成等）

週 5日(7 時間 30分勤務）

午前 8時 30 分～午後 5時
1名 1,336円

高齢福祉課

(内線 169）

子育て支援

センター

指導員

※要資格

子育て親子の

交流の促進や

育児の情報

提供、子育ての

相談・指導・

育児講座の実施

週2～3日程度(5時間30分勤務)

シフト制

午前 10 時～午後 4時 30 分

1 名 1,068円
子ども福祉課

(内線166)

看護助手

※要資格

入院病棟に

おける看護助手

業務

週 5日(①週 4日②週 1日)

①午前8時30分～午後5時15分

(7 時間 45分勤務)

②午前 8時 30 分～午後 4時

(6 時間 30分勤務)

3 名

1,012円

または

1,041円

市立病院

℡ 0296-77-0034

寺子屋

学習

アドバイザー

※要資格

各公民館での

小学校 5・6年

生に対する、

英語・算数・

国語の学習支援

週 1日(土曜勤務)

午前8時30分～午後0時30分

(4 時間勤務)

午前9時30分～午後0時30分

(3 時間勤務)

2 名 1,752円
生涯学習課

(内線 384）

令和4年 2月 3日 第 3 ｰ 21号
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環境保全課公式 Facebook を始めました。
さまざまな環境情報をお伝えします。



※保育士は保育士資格の有資格者

※介護認定調査員はケアマネージャー、社会福祉士、介護福祉士、看護師のいずれかの有資格者

※子育て支援センター指導員は、保育士、幼稚園教諭、小・中学校教諭のいずれかの有資格者

※看護助手は、介護初任者研修修了者とホームヘルパー2級有資格者となります

※寺子屋学習アドバイザーは、教育免許状を有している方、大学等を卒業し専門的知識を有して

いる方、大学などで教員免許を取得予定の方

【共通事項】

任用期間 令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31 日の 1年間

通勤費用 一定の基準(2㎞以上)を満たした場合に、距離に応じて支給します

駐車料金 市営施設に勤務される方には月額 600 円の駐車料金がかかります

福利厚生 任用期間、勤務日数に応じて年次有給休暇の付与、特別休暇制度、社会保険･雇用保

険の加入制度があります。

職種 職務内容 勤務日数・時間
募集

人数

賃金

(時給)

担当部署

(申・問）

菊栽培所

作業員

菊栽培所における作業全

般(菊栽培、運搬、土づく

り等、繊細な作業)

週 5日程度(7時間 30 分勤務)

(土日祝勤務時期あり)

午前 6時～午後 5時

2名 988 円
観光課

(内線516）

学校事務

補助員

市内小・中・義務教育

学校の事務補助(校舎・

校庭清掃、給食配膳、電話

・来訪者応対等)

週 5日(6 時間勤務)

午前 8時 30 分～午後 3時

※学校により勤務時間は異なる

2名 923 円
学務課

(内線375）

一般事務

笠間スポーツコミッショ

ン業務に係る窓口対応、

電話対応、資料作成、

イベント会場準備、運営等

週 4日(年数回休日勤務有り)

午前 8時 30分～午後4時 30分
1 名 923 円

スポーツ

振興課

(内線 392）

勤務内容 外来(内科など)・病棟の看護業務

雇用期間 4 月 1日～令和 5年 3月 31 日 ※期間延長あり

勤務時間 週 5日(ローテーション勤務により、土・日・祝祭日勤務含む、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 1 名

賃金 1,604 円/時間 ※別途夜勤手当および通勤手当支給あり

資格等 正看護師

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(看護師)を募集します
申・問 市立病院 ℡ 0296-77-0034
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便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 寺子屋事業の英語講師を募集します 
申・問 生涯学習課(内線 384) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  

勤務内容 小学校 5・6年生(1クラス 20名程度)を対象とした英語指導 

雇用期間 4 月中旬から令和 5年 3 月中旬 

勤務時間 毎週土曜日 午前 8時 50 分～9時 50 分(1 時間） 

勤務場所 笠間公民館、友部公民館、岩間公民館のいずれか 

募集人数 2 名程度  

報酬 5,000 円/時間 

採用条件 ・ネイティブスピーカーおよびそれに準ずる方(日本人も可) 

     ・大学等を卒業し、専門的知識を有する方 

     ・主の授業者として指導補助員と連携しながら、すべて英語による授業ができる方 

      ※日本人講師が 1～2名、指導補助にあたります。 

     ・面接の結果、適切であると認められた方 

申込方法 履歴書、最終学歴の卒業証書コピー、外国籍の方はパスポートのコピー(写真とビザ

      のページ)を郵送または窓口に直接持参してください。 

申込期限 3 月 4日（金） 
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 ⑭ エコフロンティアかさま各委員会を開催します 
申・問 監視委員会：環境保全課(内線 127） 
    環境保全委員会：(一財)茨城県環境保全事業団 ℡ 0296-70-2511 

 
委員会は傍聴することができます。新型コロナウイルス感染症の状況により文書開催となる場

合があります。 

 監視委員会 第 21回  環境保全委員会 
日時 2 月 24 日（木）午後 2時～ 3 月 13 日（日）午後 1時 30 分～ 
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） 

議題 
・環境モニタリング結果など 

定員  10 名(先着順) 
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 2 月 28 日（月） 
 
 ⑮ 県民交通災害共済の加入受付を開始しました 

申・問 市民活動課(内線 135) 笠間支所地域課(内線 72114) 岩間支所地域課(内線 73114）  
 県民交通災害共済は、交通事故により怪我をした場合に、治療実日数に応じた見舞金を給付す

る制度です。市内に住民登録をしている方であれば、どなたでも加入できます。 

年会費 大人：900 円 中学生以下：500 円 

受付開始 2 月 1日（火） 

共済期間 令和 4年 4月 1日（金）～令和 5年 3月 31 日（金） 

     ※4月 1 日以降に加入の場合は、共済期間は受付日の翌日から開始となります。 

対象事故 国内の道路上において、自動車・バイク・自転車などの運行に伴う衝突、転落などの

事故により人が死傷した場合 

申込方法 窓口で直接お申 し込みください。 
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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。 

 ⑯ 市営駅前有料駐車場･駐輪場をご利用ください   
問  市民活動課(内線 135)  

 4 月からの各駅前駐車場および駐輪場の利用者を募集します。 

施設名 車種 料金(1か月) 申し込み(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 10時(第 2･4 火曜日を除く） 
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（火）から（満車になりしだい締め切り） 

 
 ⑰ 地域づくり合同集会    問 笠間市社会福祉協議会 本所  ℡ 0296-77-0730 
 
日時 2 月 23 日（水・祝）午前 9時 30 分～正午 開場：午前 9時 

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1) 

内容 1．活動事例報告｢よりよい地域をめざして｣ 

   2．講演｢地域の絆、みんなの笑顔｣～住民同士で支え合う地域づくり～ 

      講師 こころ元気配達人/こころ元気研究所 所長 鎌田
か ま た

  敏
びん

さん 

定員 250 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。 

※新型コロナウイルス感染状況により変更または中止となる場合があります。 

※当日、フードドライブも実施します。ご家庭に常温で保存できる食品、未開封で賞味期限が 2

 か月以上ある食品がありましたらお持ちください。 

 
 ⑱ もの忘れ相談会       申・問 地域包括支援センター ℡ 0296-78-5871 
 
 最近もの忘れがひどくなってきて生活に不安を感じる等、認知症に関する心配事や困り事に経

験豊富な専門職員が対応します。ご本人はもちろん、ご家族からの相談にも応じますので、お気

軽にお申し込みください。 

日時  3 月 9日（水）午後 2時～4時 30 分  

場所 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1） 

講師 認知症疾患医療センター  石崎病院  精神保健福祉士 田山
た や ま

 香代子
か よ こ

さん 

対象 市内在住の方 

定員 先着 3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 3 月 4日（金） 
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 

 ⑳ ママ・リフレッシュ「タイ式マッサージ」 
申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340  

 子育てを頑張っている皆さん、産後のケアしませんか。タイマッサージを取り入れて日々の疲

れをリセットしましょう。託児付きですのでぜひご利用ください。 

日時 場所 
3 月 11 日（金） 

午前10時30分 

～11 時 30 分 

笠間公民館(笠間市石井 2068-1） 
3 月 14 日（月） 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) 
3 月 15 日（火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140 市民センターいわま 3階） 
講師 常世田

と こ よ だ

 麻衣
ま い

さん 

対象 市内在住の生後 6か月から 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 3 月 1日（火）～10日（木） 

※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。 
 ㉑ 腰痛予防教室 

申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357 FAX 0299-45-1122  
 簡単なストレッチと筋トレで腰痛の改善と予防を目指していく教室です。激しい動きはありま

せんので、初めての方や運動を最近していない方も安心してご参加ください。 

日時 2 月 23 日（水・祝）、3月 9日（水）・23日（水）午前 10 時～11時 
場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ 健康ふれいあいルーム(笠間市下郷 4438-7) 

講師 スポーツ振興課 清水
し み ず

 拓也
た く や

：地域活性化起業人として、全国でスポーツクラブを展開する

   (株)ルネサンスより、令和 3 年 11 月に笠間市へ着任。13 年間フィットネストレーナーと

   して運動指導で健康作りに従事。 

対象 腰痛に悩みのある市内在住・在勤の方(高校生以上) 

定員 20 名 

参加費 500 円/回 ※当日持参してください。 

申込方法 電話、または FAX でお申し込みください。当日でも空きがあれば申し込みできます。 

持ち物 ヨガマット(バスタオル代用可)、ハンドタオル、飲み物 

 ⑲ 講演会「みんなで見つける成長の芽」 
申・問 笠間市こども育成支援センター ℡ 0296-73-4721 

 
 「～ライフステージに応じた支援のために～ 地域で支える特別な支援が必要な子どもたち」と

題した講演会を開催します。 

日時 2 月 26 日（土）午後 2時～3時 40 分 

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1) 

内容 臨床心理学の第一人者である大
だい

六
ろく

  一志
ひ と し

さんに発達障害のお子さんとその家族を地域で支

   えていくために、私たちができること、すべきことについてお話しいただきます。 

講師 臨床発達心理士会 茨城支部長 大六  一志さん 

定員 250 名(先着順） 

参加費 無料 

申込方法 市ホームページ(⇒｢笠間市こども育成支援センター｣で検索)から、または右上の 

     QR コードでお申し込みください。 

申込期限 2 月 24 日（木） 
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 ㉒ 環境寺子屋講演会「みんなでエネルギーを考えよう」 

申・問 環境保全課(内線 125） 
 
 かさま環境を考える会･ごみを考える会では、エネルギーについて講演会を開催します。石油

文明社会の中で脱炭素社会に向けて、みんなでエネルギーについて考えましょう。 

日時 3 月 6日（日）午前10時～ 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前 1-10） 

講師 NPO 法人 もったいない学会 会長 大久保
お お く ぼ

 泰邦
やすくに

さん 

定員 50 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 2 月 24 日（木） 

※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。 

 ㉓ かさましこ日本遺産推進講演会 in 笠間 
申・問 生涯学習課(内線 382) FAX 0296-71-3220  

    メール：n_isan@city.kasama.lg.jp 
 
 かさましこ日本遺産活性化協議会では、歴史や文化財への理解を深めることを目的とした講演

会を開催します。ぜひ、ご参加ください。 

日時 3 月 20 日（日）午後 1時 30 分～4時  

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1） 

基調講演 宇都宮歌壇からひもとく「かさましこ」 

講師：鶴見大学 文学部 日本文学科 教授 中川
なかがわ

 博夫
ひ ろ お

さん 

事例報告 担当が推す日本遺産の歩き方 ～水戸市×牛久市～ 

発表者：水戸市教育委員会 歴史文化財課 世界遺産係長 藤尾
ふ じ お

 隆志
た か し

さん 

    牛久市教育委員会 文化芸術課 課長補佐 木本
き も と

 挙
たか

周
ちか

さん 

参加費 無料 

申込方法 電話、FAX、メールまたはいばらき電子申請・届出サービス(右上の QR コード)からお 

    申し込みください。 

申込期間 2 月 4日（金）～3月 17 日（木） 
 

  
 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に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 

  ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/(「茨城県青少年家庭課」で検索) 
 

ご存知ですか?里親制度 

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 



手話通訳者としての活動に必要な通訳の基本的技術等の習得を目的とした講座です。講座を

受講するためには、入講試験に合格することが必要です。

〇入講試験 簡単な手話の読み取り・聞き取り試験、面接

日時 4 月 2日（土）受付：午前 9時 30 分～ 試験：午前 10時 30 分～

受験料 無料

受験資格 ･茨城県登録手話通訳者を目指す方

･手話で日常会話ができること(手話奉仕員養成講座｢基礎課程｣修了必須、全国手話検

定試験 2級同等レベル以上)

申込方法 往復はがきに、氏名、住所、年齢、電話/FAX 番号、手話学習歴、｢土浦土曜コース｣

ご記入のうえ、お申し込みください。

申込期限 3 月 5 日（土）必着

〇茨城県手話通訳者養成講座

日時 令和 4年 5月～令和 5年 9月(約 1年 6か月間)

定員 20 名

資料代 13,000 円/年

対象 手話通訳者養成講座の入講試験に合格した方

場所 土浦市勤労者総合福祉センター｢ワークヒル土浦｣(土浦市木田余東台 4-1-1)

㉕ 茨城県手話通訳者養成講座
申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター｢やすらぎ｣手話通訳者養成講座 係

〒310-0844 水戸市住吉町 349-1 ℡ 029-248-0029

令和4年 2月 3日 第 3 ｰ 21号
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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

一から丁寧に教えます。楽しく身体を動かして、気分をリフレッシュしませんか。

日時 3 月 4日（金）・18日（金）午後 7時 30 分～8時 30 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 MIKAさん KAZUMIさん
ミ カ カ ズ ミ

対象 30 歳以上の方

定員 10 名

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。前日まで申し込みできます。

※新型コロナウイルスの影響により中止になる可能性があります。また、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

方のご参加はお控えください。

㉖ 大人向けストリートダンス教室無料体験
申・問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

糸かけデザイン研究所所属の作家 3名による展示です。釘と糸を使った美しい糸かけアートを

ご覧ください。

日時 3月1日（火）～6日（日）午前10時～午後4時(初日は午後1時から、最終日は午後3時まで）

場所 笠間の家 2階ギャラリー(笠間市下市毛 79-9）

出展 幸さん ☆かけるさん 中嶋 ひろさん
みゆき ほし なかじま

㉔ 茨城 糸かけアート三人展 問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521



【回覧】次号は 2月17 日発行 第 3-22 号

〇ドライブインシアター 2 月 26 日（土）※詳細はホームページでお知らせします。

上映作品｢スパイダーマン：スパイダーバース」

〇朝市 2 月 27 日（日）午前 9時～正午

※新型コロナウイルスの影響により中止・内容が変更になる場合があります。

〇イベント出店者募集

一緒に道の駅かさまを盛り上げていただける笠間市内のイベント出店者を募集します。詳細は

道の駅かさまホームページをご確認ください。

場所 道の駅かさま(笠間市手越 22-1）

㉘ 道の駅かさま イベント情報
申・問 (株)道の駅笠間 ℡ 0296-71-5355 HP https://m-kasama.com

〇名曲だらけのクラシックピアノトリオコンサート

北関東在住の 3人による名曲三昧のコンサートをお楽しみください。

〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会～春のほのぼの寄席～

春にふさわしいワクワク楽しいメンバーで落語・朗読・昭和歌謡をお届けします。

〇山山笑うボサノバライブ～癒しの春風～

Ｗ山口さんによる歌とピアノでお届けするブラジル音楽ボサノバライブです。

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。

㉗ 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

日時 3 月 12 日（土）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 ヴァイオリン：高辻 瑶子さん チェロ：芝崎 紘生さん ピアノ：小林萌里さん
たかつじ よ う こ しばざき ひ ろ き こばやし もえ り

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円

日時 3 月 19 日（土）開場：午後 5 時 30 分 開演：午後 6 時

出演
落語:万葉亭 小太郎さん、万葉亭小釉姫さん 朗読:純翠さん、喜美野ひとみさん

まんようてい こ た ろ う まんようてい こ ゆ き じゅんすい き み の

昭和歌謡：北浦ミミさん、流しのてっちゃん
きたうら

入場料 500 円

日時 3 月 20 日（日）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 ボーカル:山口由美さん ピアノ:山口 コージさん
やまぐち ゆ み やまぐち

入場料 予約：1,500 円 当日：2,000 円 子ども：無料
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2 月 13 日（日）に開催を予定していた下記の講演会は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

い、開催日が変更となりました。

※配布済みの整理券はそのまま使用可

㉙ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う講演会の延期情報

講演会名 変更後 問

咸臨丸にかけた夢 笠間藩士 小野友五郎
4月 24 日（日）

開場：午後 1時

笠間ライオンズクラブ事業委員長

友常 ℡ 090-2435-4175


