
※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。
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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 2月 14 日までに、市内で 622 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。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報（2月 15 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

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）



国・県のワクチンの前倒し接種の方針を受け、笠間市では追加接種の時期(2 回目接種完了後 7

か月)を順次前倒しすることとしました。そのため接種券の発行時期と集団接種の予約方法が変

更となります。個別接種の予約方法に変更はありませんので、接種券が届いたら医療機関に直接

予約をしてください。

2 回目接種完了日が令和 3年 7月 19 日～8月 1日の方

2回目接種完了日が令和 3年 8月 2日～9月 4日の方

2回目接種完了日が令和 3年 9月 5日以降の方

② 新型コロナワクチン接種情報
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

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）

18 歳以上の方の追加接種（3回目接種）の前倒しについて

項目 変更後 変更前

接種券の発行時期 2月 21 日(月)に一括発送

2月 21 日(月)

～3 月 1日(火）

に順次発送

集団接種の予約
日時指定のため予約不要 ※変更なし

3月 9日(水)～11 日(金）、17日(木）、18日(金)に接種日を指定

早めの接種を

ご希望の方

2月 27 日（日）に笠間市民体育館の集団接種を追加実施します。

また、茨城県の大規模接種会場も開設しています。

接種券が届いたら、Web予約または笠間市予約・相談センターに電話で
ご予約ください。

項目 変更後 変更前

接種券の発行時期 3月 4日(金)に一括発送
3月 4日(金)

から順次発送

集団接種の予約

日時指定を行わないため予約が必要です

接種券が届いたらWeb予約または
笠間市予約・相談センターへの電話予約

日時指定のため

予約不要

項目 変更後 変更前

接種券の発行時期
2回目接種完了後 6 か月

を目安に順次発送予定

2回目接種完了後

7か月を目安に

順次発送

集団接種の予約

日時指定を行わないため予約が必要です

接種券が届いたらWeb予約または
笠間市予約・相談センターへの電話予約

日時指定のため

予約不要

Web 予約 (2 月 21 日 午前 9時 30 分から受付開始）

3 回目ワクチン集団接種の予約・変更はこちらから
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。



追加接種の前倒しにより、2回目の接種完了日が令和 3年 8月 2日以降の方は集団接種につい

ても予約が必要となります。現時点で予約可能な開設日は次のとおりです。また、茨城県の大

規模接種会場も開設しています。予約は、どちらも Web 予約または笠間市予約・相談センター

への電話予約となります。

会場 笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1)

ワクチンの種類 モデルナ社

集団接種開設日 ※4月以降の予定は決まりしだいお知らせします。

現在、国からのファイザー社のワクチン供給量がほとんど無い状況です。それに伴い、3月か

ら市の集団接種・市内協力医療機関での個別接種ともに、モデルナ社のワクチンを使用し、接

種を進めていきます。

ただし、初回接種(1・2回目接種)をする方、またはやむを得ない理由(医師の指示、心筋炎・

心膜炎発症の高い傾向がみられると報告のある 10 代、20代の男性等)でファイザー社のワクチ

ンを希望される方に関しては、ファイザー社を接種できるよう調整しています。決まりしだ

い、ホームページ等でお知らせします。

国から 5歳～11歳の小児への新型コロナワクチン接種の方針が示されたため、笠間市も国の方

針に沿って接種を進めていきます。お子さんと保護者でよく相談し、効果・副反応について理解

したうえで接種を検討してください。

接種対象者 5 歳～11 歳以下の小児(保護者の同意・立ち合いが必要となります）

使用するワクチン ファイザー社(小児用)をおおむね 3週間の間隔をおいて 2回接種

接種方法 保健センター・市民体育館等での集団接種、医療機関(調整中)での個別接種

接種券の発行 2 月下旬に発送します

集団接種の日程 3 月上旬から(決まりしだいホームページ等でお知らせします）

予約方法 接種券が届いたら Web 予約(2 月 21 日（月）午前 9時 30 分受付開始）

または笠間市予約・相談センターへ電話予約

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接種に関する内容は、2月 15 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。

笠間市集団接種会場の開設日

3 月 19 日（土）、20 日（日）、21 日（月・祝）、25日（金）、30日（水）、31 日（木）

笠間市で使用するワクチンの種類について

小児(5 歳～11 歳)の新型コロナワクチンの接種について

Web 予約(小児)

新型コロナウイルス感染症の影響による小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえな

い労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主を対象とした｢新型コロナウイルス感染症に

よる小学校休業等対応助成金｣は、対象となる休暇取得の期間が 3月 31 日まで延長されました。

また、｢小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口｣を労働局に開設し、期間を 6月 30 日

まで延長しましたので、お問い合わせください。

③ 小学校休業等対応助成金の対象期間等を延長しました
問 コールセンター ℡ 0120-60-3999

特別相談：茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

令和4年 2月 17日 第 3 ｰ 22号
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Web 予約

発熱等の症状がある方は、まず、かかりつけ医に電話相談しましょう。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 南友部平町線が開通します               問 建設課(内線 504) 
 
 この道路の開通により、広域幹線道路のネットワーク化が図られ、交通の利便性が一段と向上す

ることになります。 

開通日時 2 月 24日（木）午後2時 
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 ⑤ 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 企業誘致・移住推進課(内線 590) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 

       FAX 0296-77-1324 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次 笠間市空家等対策計画（案） 

案の趣旨 

 本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第 6条第 1項に基づき策定するもので、本市

では、平成 29年 3月に｢笠間市空家等対策計画(平成 30 年度～令和 3年度)｣を策定し、総合的・

計画的な空家等の対策に取り組んできました。 

前計画の終了に伴い、今後より一層の空家等の増加が懸念されること、また、空家等の課題解

決には空家を発生させない事前対策が重要なこと、さらには、貴重な財産として空家やその跡地

(空地)を利活用し、市の持続可能な発展に寄与することなどが求められていることから、本市の

空家対策に関する基本的な方針を定め、各施策を展開するため本計画を策定するものです。 
 
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 2 月 18 日（金）～3月 9日（水） 

 
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。 
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 ⑥ ｢笠間市森林整備計画変更計画書(案)｣の縦覧を行います  
提出先・問 農政課(内線 529) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1  
笠間市森林整備計画を変更するにあたり、次のとおり案の縦覧を行います。この案についてご

意見のある方は、縦覧期間満了までに意見書を提出してください 

縦覧期間  2 月 10 日（木）～3月 11 日（金）午前 8時 30 分～午後 5時 15 分  

     ※土・日・祝日を除く 

縦覧場所 笠間市役所本所 農政課  

意見の提出方法 住所・氏名を記載した意見書を窓口に直接、または郵送で提出してくださ  

       い(書式自由)。 
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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。 

 ⑦ 笠間の栗パンフレット掲載店を募集します   申・問 農政課(内線 526) 
 
 市では多くの方に地元の栗を使った料理やお菓子を楽しんでいただくためのパンフレットの

発行に向け、掲載いただける店舗を募集しています。パンフレットを使い掲載店でのスタンプラ

リーも実施する予定です。 

 笠間てくてく栗図鑑 2022 秋 

 掲載内容 笠間産の栗を使用した｢料理｣｢菓子｣などの商品紹介および店舗情報(商品のカラー

      写真含む） 

 笠間の栗もんぶらり旅マップ 

 掲載内容 笠間産の栗を使用したモンブラン商品紹介および店舗情報(商品のカラー写真含む） 
 
対象 市内に事業所等があり、市税を完納していること。 

掲載料 5,000 円/店 サイズ：縦横約 7cm。応募者多数の場合はサイズ変更あり。 

※掲載料金は後日請求になります。 

発行時期・部数 8 月下旬・20,000 部(予定） 

申込方法 広告掲載申込書および掲載記入シートに必要事項を記入し、窓口に提出してください。

申込書等は、市ホームページからダウンロードできます。 

     ※趣旨にそぐわない場合は、掲載をお断りする場合があります。 

申込期限 3 月 4日（金） 

 ⑧ 笠間市地域おこし協力隊活動報告会を開催します 
申・問 企業誘致・移住推進課(内線 592) メール akiya@city.kasama.lg.jp 

 
 都市部から移住し、笠間の PR や地域活動に取り組む、地域おこし協力隊の活動報告会を開催

します。今回は会場とオンラインでの同時開催を予定していますが、新型コロナウイルスの感染

拡大状況によってはオンラインのみの開催となります。どなたでもご参加いただけますのでお気

軽にご参加ください。 

日時 3 月 23 日（水）開場：午後 6時 開会：午後 6時 30 分  

   ※オンライン参加は午後 6時 15 分から 

場所 地域交流センターともべ     (笠間市友部駅前 1-10） 

内容 各隊員からの活動報告 

参加隊員 大島
おおしま

  実
まこと

さん・岡本
おかもと

  浩二
こ う じ

さん・川島
かわしま

  拓
ひらく

さん 

定員 60 名 ※オンラインでの参加は定員はありません。 

参加費 無料 

申込方法 メールまたは電話、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。 

申込期限 3 月 22 日（火）午前 11時 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ 令和 4年度  政府主催慰霊巡拝の実施予定についてお知らせします 
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) 

 
 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中国東北地方(旧満州地区全域)③インドネシア④東部ニュ

     ーギニア⑤イルクーツク州・ブリヤート共和国⑥ハバロフスク地方・ユダヤ自治州 

    ⑦ビスマーク諸島⑧インド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 

参加費の目安 海外地域 20～35 万円、硫黄島 2～3 万円 

申込方法  

(1)提出書類 

 ・内申書(窓口に備え付け)  ・参加希望者およびご家族への質問票(窓口に備え付け) 

 ・戦没者と参加希望者の親族関係が確認できる資料(戸籍関係) 

 ・戦没場所が確認できる資料(戦死公報等) 

(2)提出先(令和 4年 4月以降)  社会福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課 

※実施時期、期間等は相手国の都合や新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更または 

 中止となる場合があります。 

※申込期限、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。 
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 ⑩ 特設無料人権相談を開設します        問 社会福祉課(内線 157) 
 
 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。 
※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。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 16 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） 

 
 ⑪ 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  3 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 3 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。 

 

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。 



可燃ごみの中に、不燃ごみが混ざっていると、焼却する時に設備が不具合を起こし、ごみ処理

の支障となることがあります。

また、不燃ごみの中に再生可能な資源物(缶、びん等)が入っていることもあります。円滑なご

み処理とごみの減量化、再資源化の推進のため、正しい分別にご協力をお願いします。

⑬ ｢ごみの分け方、出し方｣を確認しましょう 問 環境保全課(内線 127)

種類 出し方 分け方

缶(飲食料品用） 水洗いしてください。 資源物

缶(飲食料品用以外） 中身を空にしてください。 不燃ごみ

びん(飲食料用品） ふたを取り水洗いしてください。割れていても再生可能です。 資源物

びん(飲食料品用以外) 中身を空にしてふたを取ってください。 不燃ごみ

ペットボトル

マークのあるもの

ラベルとキャップを取って、水洗いしてください。

マークのないものは可燃ごみで出してください。
資源物

詳しくはこちら

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、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も改定します。

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笠間市環境センターでの処理手数料

※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、10kg 以上は四捨五入となります。

※例:1kg～14kg は 10kg、15kg～24kg は 20kg として計算します。

問 環境保全課(内線 126）

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

ごみを直接搬入する施設と料金を統一します
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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。

※自衛官候補生は通年募集しています。

⑫ 自衛官等を募集します
申・問 自衛隊茨城地方協力本部 水戸募集案内所 ℡ 029-226-9294

一般幹部候補生 一般曹候補生

受験資格
22 歳以上 26歳未満(大卒程度)

20 歳以上 28 歳未満(院卒者)
18 歳以上 33 歳未満

受付期間
①3月 1日（火）～4月 14 日（木）

②3月 1日（火）～6月 16 日（木）
3月 1日（火）～5月 10 日（火）

試験日
①4月 23 日（土）

②6月 25 日（土）

5月 21 日（土）・22 日（日）

のうち指定する 1日



市の集団健診は完全予約制で実施します。予約可能な日程は予約方法によって異なります。

定員になりしだい締め切りますので早めにご予約ください。

※詳しくは｢広報かさま｣3月号をご覧ください。

〇インターネットによる先行予約

受付開始 3 月 14 日（月）午前 8時 30 分から

受付方法 右の QR コードまたは https://kenko-link.org/よりご予約ください。

〇コールセンターでの予約

受付日時 3 月 22 日（火）～25日（金)・3月 28 日（月）～31日（木） 午前 9 時～午後 5 時

※8日間のみの受け付けです。上記期間は保健センターでの予約はできません。

受付電話番号 茨城県総合健診協会 健診予約センター ℡ 0570-077-150

〇保健センターの窓口・電話での予約

受付日時 4 月 8 日（金）から (土・日・祝日を除く、午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）

※空きがあれば健診日前日まで申し込みが可能です。

【集団健診で胃がん検診(胃部 X線検査)をご希望の方へ】

胃がん検診を安全に実施するために、「胃Ｘ線検診安全基準」に基づき、検診を受けることが

できない項目が定められています。

胃がん検診をご希望の方は、必ず事前に｢胃がん検診注意事項｣(右の QRコード)を

ご確認のうえお申し込みください。

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。

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 56年 4月 1日から昭和 57 年 3月 31 日までに生まれた方

50 歳：昭和 46年 4月 1日から昭和 47 年 3月 31 日までに生まれた方

60 歳：昭和 36年 4月 1日から昭和 37 年 3月 31 日までに生まれた方

70 歳：昭和 26年 4月 1日から昭和 27 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。

自己負担金 900 円 ※治療は別途受診料がかかります。

検診期限 3 月 31 日（木）

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。

40歳･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歳･70 歳の方：保健センターへ申し込み後、送付される実施通知書(問診票)を持参してください。

⑭ 保健センターからのお知らせ
問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

健康診査(集団健診)は予約が必要です

歯周疾患検診を受けましょう
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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。



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、写真や動画を送り合って

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 3 月 18 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）

内容 ・スマホを使ってみたいけれど、ちょっと不安がある

・スマホに換えたけれど使い方が分からない ・LINE をもっと上手に使いたい など

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 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。

⑮ 第 5回スマホの使い方教室
申・問 笠間市消費生活センター(笠間市友部駅前 1-10) ℡ 0296-77-1313

公共交通の利用を促進するため｢鉄道・バス・シェアサイクル｣クイズラリーを実施します。

素敵な景品をご用意しています。ふるってご参加ください。

実施期間 3 月 5 日（土）～31 日（木）

対象スポット

【JR】①友部駅 ②岩間駅 ③宍戸駅 ④笠間駅 ⑤稲田駅 ⑥福原駅

24 時間可能(初日は午前 9時から、最終日は午後 3時まで）

【茨城交通】バス車内(市内路線バスおよび観光周遊バス) ※バス運行時間内に限る

【道の駅かさま】24時間可能(初日は午前 9時から、最終日は午後 3時まで）

【笠間工芸の丘】午前10時～午後5時(月曜休館、祝日の場合は翌日休館、最終日は午後3時まで）

【かさま歴史交流館井筒屋】24時間可能(初日は午前 9時から、最終日は午後 3時まで）

参加方法 ①対象スポットでクイズラリー台紙を手に入れる。②対象スポットを巡りクイズに

回答する。③5か所以上の施設のクイズに回答すると市ホームページまたは郵送(持

参可)で特別賞に応募できます。

⑯ ｢鉄道・バス・シェアサイクル」クイズラリー
問 企画政策課(内線 557) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

令和4年 2月 17日 第3 ｰ 22号

９ぺージ
2022-0217

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

かさまとましこの｢Kawaii｣やきものが笠間の家のギャラリーに並びます。ぜひご覧ください。
か わ い い

日時 3 月 8日（火）～21 日（月・祝）午前 9時 30 分～午後 5時

※初日は正午から、最終日は午後 4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 かさま：大砂友紀さん、西本典正さん、門脇美香江さん
おおすな ゆ き にしもとのりまさ かどわき み か え

ましこ：松崎 麗さん、Lantos Timiさん
まつざきうらら ラ ン テ ス ティミー

⑰ 笠間の家企画展「かさまとましこ～Kawaii+i～展」
か わ い い

問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521



  

 

 

 

 ⑱ 第  72 回   自然観察会 

申・問 環境保全課(内線 125） 
 
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 3 月 26 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
あ み

 珠子
た ま こ

さん、吉武
よしたけ

 和治郎
わ じ ろ う

さん 

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 いばらき電子申請・届出サービス(右上の QR コード)からまたは電話でお申し込みく

     ださい。 

申込期限 3 月 15 日（火） 

※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。 

※いばらき電子申請・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。 
 

 ⑲ 山歩き 桜ハイキング 
申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211  

 あたご山桜まつりに合わせて、｢山歩き 桜ハイキング｣を実施します。市内在住の日本山岳ガイ

ド協会認定ガイドによる愛宕山の案内や地元の方による歴史・文化の紹介もあります。 

 愛宕山の桜を見ながらハイキング。皆さんお誘い合わせのうえ、ご参加ください。 

日時 3 月 26 日（土）、4月 2日（土）集合：各日午前 8時 30 分 ※小雨決行 

集合場所 地域交流センターいわま｢あたご」(笠間市下郷 4438-7） 

コース 出発:午前 9時⇒二の鳥居⇒遊歩道の桜⇒百かぎの階段⇒愛宕神社⇒大駐車場(休憩)⇒

    地域交流センターいわま到着：正午予定  歩行距離：約 6km 歩行時間：約 3時間 

持ち物 雨具、タオル、飲み物等 ※動きやすい服装、歩きやすい靴でお越しください。 

定員 各日 15名(先着順) 

参加費 500 円(保険料、飲み物、栗菓子） 

申込方法 電話または FAX でお申し込みください。住所・氏名・ふりがな・性別・生年月日・ 

    年齢・電話番号をお知らせください。 

申込期間 3 月 9日（水）～24日（木） 
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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。  

 ⑳ 令和 4年度  茨城県障害者スポーツ大会（個人競技） 
申 社会福祉課(内線 154) 笠間支所福祉課(内線 72134) 岩間支所福祉課(内線 73173) 
問 社会福祉課(内線 154)  

 5 月に開催予定の令和 4年度茨城県障害者スポーツ大会(個人競技)への参加者を募集します。

 詳細は県障害福祉課ホームページ(⇒｢令和 4年度茨城県障害者スポーツ大会｣で検索)でご確認

ください。 

申込期限 3 月 4日（金） 
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〇トモア de 桂竹紋を聞く会

お馴染みのトモアほのぼの寄席の特別企画です。

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 3回】

笠間市をスポーツで盛り上げましょう。スポーツを通じたまちづくりや、子育てについての

講話です。

〇川又千世ソプラノコンサート

17 歳の清々しい歌声を楽しみましょう。

〇駅前シネマ「ザ・テノール 真実の物語」

韓国のオペラ歌手ベー・チェチョルの奇跡の実話を映画化しました。

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。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。

㉒ 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

日時 3 月 12 日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 桂 竹紋さん 万葉亭小太郎さん ほか
かつらたけもん まんようてい こ た ろ う

定員 70 名(先着順）

入場料 500 円

日時 3 月 13 日（日）午後 2時

講師 (株)茨城県民球団 代表取締役 山根将大さん
や ま ね まさひろ

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

日時 3 月 19 日（土）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 ソプラノ：川又 千世さん ピアニスト：水沼 寿和さん
かわまた ち よ みずぬま としかず

定員 70 名(先着順）

入場料 500 円

日時 3 月 20 日（日）午前 10 時・午後 2時・午後 6時 (上映時間 121 分)

入場料 前売券 1,000 円（当日券/一般：1,200 円、中高生：800 円）

定員 各回 70名(先着順）

「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。

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 3 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 リレーのバトン、願わくは花のもとにて、トロッコ、犬の笛、ぶったたきと半ごろし 他

㉑ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954



【回覧】次号は 3月3 日発行 第3-23 号

〇あたごふれあい寄席

ゲストを迎えての公演です。お誘い合せのうえ、ご来場お待ちしています。

〇二刀流 JAZZ コンサート

1 月開催が延期となった JAZZ コンサートです。

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 窓口で直接、または電話でお申し込みください。当日まで申し込みできます。

㉓ 地域交流センターあたご イベント
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

日時 3 月 20 日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分

出演 柳亭 市寿さん、立川成幸さん、三遊亭 二之吉さん
りゅうてい いちじゅ たてかわ せいこう さんゆうてい に の きち

定員 30 名

入場料 1,500 円

日時
3 月 21 日（月・祝）1部 開場：午後 0時 30 分 開演：午後 1時

2部 開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時

出演 ボーカル：星野由美子さん サックス：大川修広さん ベース：清水尭斗さん
ほ し の ゆ み こ おおかわしゅうこう し み ず た か と

入場料 1,000 円（前売券有）※中学生以下無料

定員 各 50 名(先着順）

令和 4年 2月 3日発行の広報かさま【お知らせ版】の記事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。

【誤】

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 11 月 1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。

【正】

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。

問 笠間市選挙管理委員会(総務課内：内線 207）

【誤】友部公民館 ℡ 0296-72-7533

【正】友部公民館 ℡ 0296-77-7533

問 秘書課(内線 552）

P6 ｢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｣

P10「⑪ 令和 4 年度 会計年度任用職員を募集します」

お詫びと訂正
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