
※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新型コロナウイルス感染症の影響による

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の

減免申請は 3月 31 日までです

④低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別

給付金を支給します

⑤中小法人・個人事業者のための事業復活

支援金を給付します

⑥春の農作業安全確認運動を実施します

⑦介護用品購入券の支給申請を受け付けます

⑧道路整備に伴う交通規制を行います

⑨ひとりで悩まずにご相談ください

⑩市営荒町駐車場が廃止になります

⑪小規模事業者の登録を受け付けます

⑫笠間市男女共同参画審議会委員を募集します

⑬茨城県警察官を募集します

⑭｢かさまコンシェルジュ｣を募集します

⑮浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

⑯クスサン(別名：シラガタロウ)に

注意しましょう

⑰テレビ受信障害対策工事を実施します

■教養・文化・交流 他

⑱講演会｢賢い消費者になるために｣

⑲寺子屋事業受講生募集

⑳笠間地区建設高等職業訓練校新入生募集

㉑手作り石けん講習会

㉒市史研究成果展

㉓笠間の家 ｢2｣佐藤瑞季・瀧本泰士二人展

㉔朗読発表会

㉕モーニングデュオコンサート

㉖かさま志民オンライン講座
し みん

㉗かさま歴史交流館 井筒屋

㉘道の駅かさま

㉙ボーイスカウト体験 in 芸術の森公園
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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：3月 6日（日）まで ※再延長を茨城県が国に要請中

今年に入り市内で 1月に 266 人、2月に 677 人、合わせて 943 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（3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

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）

■同一テーブルの会食は、4人まで(乳幼児や介助者等は除く)

■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



18 歳以上の方の追加接種の前倒しにより、2回目接種の完了日が令和 3年 8月 2日以降の方は

集団接種、個別接種ともに予約が必要です。

現在、高齢者の方等で特にワクチン 3回目未接種の方を中心に重症・中等症となっている状況

です。接種券が届きましたら、ご希望の接種方法に応じてお早めにご予約ください。

※医師の指示や心筋炎・心膜炎発症の高い傾向が見られると報告のある 10 代・20代の男性など、

モデルナ社の接種を控えたい方のために一部の医療機関でファイザー社を使用します。

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

接種時間 午前 8時 45 分～11時 15 分/午後 1時 15 分～4時 45 分

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)を行っています。

接種日

接種時間 午前 10 時～午後 8時

会場 茨城県庁福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6）

予約方法 接種券が届いたら Web 予約、または笠間市予約・相談センターへ電話予約をしてく

ださい。

笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料）

接種者数 1 日当たり約 130 人

ワクチンの種類 モデルナ社

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

接種会場 予約の方法 ワクチンの種類

個別

接種
各医療機関

接種券に同封の医療機関一覧を確認のうえ、

医療機関に直接予約
モデルナ社※

集団

接種

笠間市民体育館

(笠間市石井 2068-1)

・Web 予約(24 時間対応)または

・笠間市予約・相談センターへ電話予約

℡ 0570-052-567(有料）土日祝日も受付可

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

モデルナ社

集団接種開設日（3月）

県の大規模接種会場での追加接種（3回目接種）

3 月

8 日（火） 10日（木） 12 日（土） 14 日（月）

16 日（水） 18日（金） 20日（日） 22 日（火）

24 日（木） 26日（土） 28日（月） 30 日（水）

■WEB 予約■
笠間市、茨城県の大規模接種とも

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。



笠間市では現在、追加接種を進めていますが、12 歳以上で接種を希望する方に初回接種も行っ

ています。接種が受けられる期間は、9月 30 日までの予定です。

接種を希望する方は、次の医療機関へお問い合わせのうえ、直接予約を行ってください。

ワクチンの種類 ファイザー社

市内協力医療機関 (2 月 28 日現在)

県でも新型コロナワクチン大規模接種会場で初回接種を行っています。

接種日時

会場 茨城県庁 福利厚生棟(水戸市笠原町 978-6）

予約方法 県のホームページの WEB 予約システムから予約をしてください。

笠間市予約・相談センターおよび茨城県新型コロナウイルスワクチン

大規模接種コールセンターでの電話予約は行っていません。

ワクチンの種類 モデルナ社

※2回目接種の予約は、1回目接種日の 4週間後の同じ曜日、同じ時間となります。

また、1回目の接種後に、2回目の予約日は変更できませんのでご注意ください。

市内の医療機関での初回接種（1・2回目接種）について

医療機関名・所在地 電話番号 予約方法 予約案内

佐藤医院(笠間 981-8) 0296-72-0032 電話 予約受付中

たかだ脳神経外科・内科

クリニック(赤坂 9-17)
0296-71-8808 電話

予約開始日未定、お問い合わせください

※18 歳以上のみ

笠間市立病院

(南友部 1966-1)
0296-77-0034 電話 予約受付中

ともべ内科クリニック

(東平 3-1-21)
0296-70-5500 電話

予約受付中 ※18歳以上のみ

受付時間:午前 9時～正午/午後 2時～5時

県の大規模接種会場での初回接種（1・2回目接種）について

1 回目 2回目

3 月 5日（土） 4月 2日（土）

土曜日：午前 11 時 30 分～2時

水曜日：午後 5時 30 分～8時

3月 16 日（水） 4月 13 日（水）

4月 6日（水） 5月 4日（水・祝）

4月 23 日（土） 5月 21 日（土）

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入・給与収入などの令和 3年中の収入が前

年(令和 2年中)より一定程度減少した世帯に対して、国民健康保険税ならびに後期高齢者医療

保険料の減免を実施しています(申請要件あり)。

※世帯の主たる生計維持者の減免を受けようとする前年の事業所得が 0円以下であった場合は、

今回の減免の対象にはなりません。

対象 令和 3年度国民健康保険税・令和 3年度後期高齢者医療保険料

申請方法 申請書類を窓口に直接提出してください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観

点から、郵送による申請もできますのでお問い合わせください。申請書類に不備や

不足がある場合は受け付けできませんのでご注意ください。

申請期限 3 月 31 日（木）※郵送の場合は必着

③ 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料の減免申請は 3月 31 日までです
申・問 保険年金課：国保税について(内線139) 後期高齢者医療保険料について(内線142)
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市役所職員などを騙って口座番号などを聞き出す詐欺にご注意ください。
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 ④ 低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金を支給します 
申 子ども福祉課 笠間支所福祉課 岩間支所福祉課 
問 子ども福祉課(内線 166） 

 
 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、児童扶養手当を受給しているなどの

低所得のひとり親世帯に対し、県独自に特別給付金を支給します。 

支給額 対象児童１人につき一律 5 万円 

支給対象者 申請方法 

令和 4年 1月分の児童扶養手当の 

支給を受けている方 

申請は不要です。 

令和 4 年 1 月分の児童扶養手当を支給している

口座に振り込みます。 
公的年金等を受給していて、令和 4年 1月分の

児童扶養手当の支給が全額停止される方 
4 月 28 日（木）までに申請が必要です。 

申請書類を窓口に直接提出してください。 

必要な書類など詳しくは、市ホームページ(⇒

｢低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別

給付金｣で検索)をご確認ください。 
申請期限 4 月 28 日（木） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて 

家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を 

受給している方と同じ水準になっている方 
 

 ⑤ 中小法人・個人事業者のための事業復活支援金を給付します 
申・問 中小企業庁 事業復活支援金事業 ℡ 0120-789-140  
    HP https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業の継続・回復を支援するため、中堅・中小・小

規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を問わず事業規模に応じた事

業復活支援金を給付します。 

給付対象 次の条件を満たす中堅・中小法人、個人事業主等 

①新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな

 影響を受けていること 

②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて 50％以 

上または 30％以上 50％未満減少していること 

給付額 法人：上限最大 250 万円 個人事業主：上限最大 50万円 

申請方法 事業復活支援金ホームページをご確認ください。 

申請期限 5 月 31 日（火） 

 ⑥ 春の農作業安全確認運動を実施します        問 農政課(内線 527) 
 
 近年、農作業中の死亡事故は年間約 300 件発生し、特に農業機械による事故が多発しています。

農作業事故防止に向けた取り組みを全国的に強化するため、春作業が行われる 3月～5月を｢春の

農作業安全確認運動｣として、日頃の安全対策を見直す期間としています。 

 農業者の皆さんは、改めて日頃の行動を見直し、安全対策を充分に行ったうえで作業するよう

お願いします。 

特に注意すること 

・乗用型農業機械の作業中におけるシートベルトやヘルメットの着用を徹底する 

・作業機を付けた状態で公道を走行する場合は灯火器を正しく設置する 

・機械の日常的・定期的な点検や整備を行い、正しく利用する 
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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。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑧ 道路整備に伴う交通規制を行います        問 建設課(内線 504) 
 
 道路整備の実施に伴い交通規制を行います。通行の際には工事看板および、交通誘導員の指示

に従って通行してください。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。 

規制期間 3 月上旬から 6月下旬(予定） 

規制区間 笠間市稲田地内 

規制内容 全面通行止め(夜間開放) 

施工業者 (有)小池工務店 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑦ 介護用品購入券の支給申請を受け付けます 
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) 

 

 介護用品購入券の上期(4～9月分)の申請を受け付けています。申請期限までに申請された方へ

の購入券の発送は、3月下旬を予定しています。 

対象 次のすべてに該当する方 

  （1）市民税非課税の方または生活保護を受給している方 

  （2）介護保険料を完納している方(対象者が属する世帯全員） 

  （3）要介護 3以上の笠間市の被保険者で、在宅で介護を受けている方 

   ※次の施設に入所中の方も在宅扱いとなり対象です。 

    ケアハウス、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム 

   ※介護保険施設(特別養護老人ホームや介護老人保健施設)に入所中、または医療機関に 

入院中の方は、対象になりません。 

   ※要介護 3の認定を受けて初めて対象となる方については支給要件があります。 

助成金額  月額 4,000 円 

対象品目 排泄ケア用品、口腔ケア用品、清拭
せいしき

用品、消臭剤・防臭剤、介護用食器等  

申請方法 介護保険証と印鑑を窓口まで持参してください。 

申請期限 3 月 22 日（火）※期限を過ぎても随時受け付けます。 

令和4年 3月 3日  第 3 ｰ 23号 
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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！         



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑨ ひとりで悩まずにご相談ください       問 社会福祉課(内線 153) 
 
 3 月は｢自殺対策強化月間｣です。自殺や心の悩みに関するさまざまな相談窓口を設けています。

悩みごとや困りごとは一人で抱え込まず、相談してください。 

相談内容・相談窓口・相談時間など 

〇死にたい気持ちを感じていたら、心に悩みを抱えていたら 

 茨城いのちの電話 24 時間受付 つくば：℡ 029-855-1000 水戸：℡ 029-350-1000 

 いのちの電話 毎月 10 日 午後 8時～翌日午前 8時 フリーダイヤル：℡ 0120-783-556 

 いばらきこころのホットライン 午前 9時～正午/午後 1時～4時  

                平日：℡ 029-244-0556 土日：℡ 0120-236-556 

〇こころの悩みを抱いている方やその家族 ※毎月 1回、事前申し込み必要 

 こころの相談室 保健センター ℡ 0296-77-9145  

〇健康に関すること ※前日までに申し込み必要 

 健康相談 保健センター ℡ 0296-77-9145  

 保健センター：毎週火曜日 午前 9時～11時 笠間支所：毎週火曜日 午前 9時～10時 30 分 

 地域福祉センターいわま：毎週木曜日 午前 9時～10時 30 分 

〇生活上の心配ごと 

 心配ごと相談所 笠間市社会福祉協議会 各日午後 1時～4時 

 本所 ℡ 0296-77-0730(第 2・4水曜日) 笠間支所 ℡ 0296-73-0084(第 2・4 火曜日） 

 岩間支所 ℡ 0299-45-7889(第 1・3木曜日） 

〇生活困窮に関して 

 生活困窮者自立相談支援窓口 笠間市社会福祉協議会 本所 ℡ 0296-77-0730 

 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

〇悪質な訪問販売や架空請求、消費生活に関するトラブル 

 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313 

 午前 9時～正午/午後 1時～4時 月～土曜日 ※第 2・4火曜日、祝日、年末年始は休み 

〇障がい者の虐待に関する相談 

 障害者虐待防止センター 社会福祉課(内線 151）月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 

〇いじめなどの差別問題や家庭内の問題等、人権に関する相談 ※毎月 1回 

 特設無料人権相談 社会福祉課(内線 157)  

 

 ⑩ 市営荒町駐車場が廃止になります 
問 観光課(内線 516) 

 
 3 月 31 日をもって市営荒町駐車場が廃止になり、 

市役所職員用駐車場を除き、個人の私有地となります。 

 敷地内にあるトイレはこれまでどおりご利用 

いただけます。 
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「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。 



令和 4～7 年度の小規模事業者登録の受付を行います。この制度は、市内の事業者に小規模事

業者として登録をしていただくことにより、受注機会を拡大するものです。

なお、平成 30～令和 3年度の名簿に登録されている事業者の登録有効期限は、本年 3月 31 日

までとなっていますので、引き続き登録を希望する方は、改めて申請手続きをお願いします。

対象となる小規模工事等 予定価格が次の範囲内のものを対象とします。

建設工事：130万円未満、業務委託：50万円未満、物品購入：80万円未満、賃貸借：40万円未満

登録できる方 市内に本店があり、入札参加資格者名簿に登載されていない方

※入札参加資格者名簿と小規模事業者登録名簿の両方に、同じ業務区分(建設工事、建設コンサル

タント等の業務委託、物品販売・役務の提供等)で登録することはできません。

申込開始 3 月 7 日（月）から(土日・祝日を除く) 午前 9時～午後 5時(正午～午後 1時を除く)

有効期間 令和 4年 4月 1日～令和 8年 3月 31 日

※名簿の有効期限は、認定された日から令和 8年 3月 31 日までです。

申込方法 提出要項および申請書等は、市ホームページおよび財政課窓口で入手できます。

⑪ 小規模事業者登録を受け付けます
問 財政課(内線 220) HP http://www.city.kasama.lg.jp/page/dir013122.html

年齢や性別、国籍や障がいの有無などにかかわらず、多様な人材が活躍できる｢ダイバーシティ

社会｣実現のため、男女共同参画に関する施策について審議を行う男女共同参画審議会の委員を

募集します。

市民の皆さんの幅広いご意見をお聴きし、共に考え施策に反映させるため、皆さんのご応募

をお待ちしています。

募集人数 3 名

任期 令和 4年 4月 1日から令和 6年 3月 31 日

協議内容 市の男女共同参画推進に関する課題や推進状況についての協議

※審議会出席に係る報酬は、笠間市の規定に基づきお支払いします。

応募資格 市内在住の 18歳以上(令和 4年 4月 1日現在)の方で、ダイバーシティの推進や男女

共同参画に関心をもち、年 2～4回程度開催される審議会に出席可能な方

ただし、公務員(非常勤の特別職を除く)および議会議員の方は応募できません。

応募方法 申込書に必要事項を記入のうえ、窓口で直接または郵送、メールでお申し込みくだ

さい。申込書は市ホームページ(右上の二次元コード)からもダウンロードできます。

応募期限 3 月 23 日（水）

⑫ 笠間市男女共同参画審議会委員を募集します
申・問 秘書課(内線 224) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

メール danjo@city.kasama.lg.jp

受験資格 ※詳細は茨城県警察採用案内ホームページをご覧ください。

警察官 A：平成元年4月2日以降に生まれ、学校教育法による大学(短期大学を除く)を卒業もしく

は令和5年3月31日までに卒業見込みの方または県人事委員会がこれと同等と認める方

警察官 B：平成元年 4月 2日から平成 16年 4 月 1日までに生まれ、警察官 Aの受験資格(学歴区

分)に該当しない方

第一次試験 5 月 8日（日）

申込方法 茨城県警察採用案内ホームページからお申し込みください。

申込期限 4 月 8 日（金）午後 5時

⑬ 茨城県警察官を募集します 問 笠間警察署 警務課 ℡ 0296-73-0110

令和4年 3月 3日 第 3 ｰ 23号
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小中学生の登下校の見守りをお願いします。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑭ ｢かさまコンシェルジュ｣を募集します 

申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 〒309-1611 笠間市笠間 1538-2 

    HP https://www.kasama-kankou.jp/  
 市を訪れる観光客等に対して、きめ細かい観光案内や観光 PRに積極的に取り組んでいただけ

る方を募集します。 

募集人数 2 名程度 

勤務内容 市内の観光イベント・観光案内や県内外の観光キャンペーン等(PR)、情報発信活動 

    (SNS 等)、単年度契約 

応募資格 満 18 歳以上(令和 4年 4月 1日現在)、ただし高等学校在籍者は除く 

     学校・勤務先等の了解を得られる方、普通免許要、日常英会話ができる方歓迎 

手当 10,000 円/日 ※制服を貸与 

応募方法 応募用紙に写真 1枚(6 ヶ月以内に撮影した上半身)を添付のうえ、窓口で直接または 

    郵送でお申し込みください。応募用紙は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 31 日（木）午後 5時まで ※月曜日休業 

 
 ⑮ 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です 

問 下水道課(内線71112) 環境保全課(内線126)  

  (公社)茨城県水質保全協会  ℡  029-291-4004  

  茨城県県民生活環境部環境対策課 ℡  029-301-2966 
 
 浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。浄化槽の機能を十分に

発揮させるために、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と検査が法律により義務付けられています。 

 豊かな自然を保全し、快適で住みよい環境を守るため、浄化槽の適正な維持管理と法定検査を行

うよう、皆さんの協力をお願いします。 

区分 実施頻度 内容 申し込み 

保守 

点検 

10人槽以下の家庭用浄化槽の 

場合、年3～4か月に1回 

浄化槽の機器、送風機やタイマー 

などの点検調査、消毒剤の補充 

県に登録している

保守点検業者 

清掃 
年に1回以上(全ばっ気方式は 

6か月に1回以上) 

浄化槽内に溜まった汚泥などの 

抜き取り 

市の許可を受けた

清掃業者 

法定 

検査 

浄化槽を使い始めてから3～8 

か月以内に1回(その後は年1回) 

保守点検・清掃がきちんと行われ、 

きれいな水が放流されているかを検査 

(公社)茨城県水質

保全協会 

※法定検査を受けていない方には、県から受検指導文書が送付されます。また、県から委嘱され 

た茨城県水質保全監視員が受検指導に伺う場合があります。 
一括契約システム 

 保守点検・清掃・法定検査を一括して契約できます。契約を仲介する保守点検業者、清掃業者ま

たは(公社)茨城県水質保全協会にお申し込みください。 
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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。  



栗の木の葉を食べてしまうクスサン(別名：シラガタロウ)という害虫が、5月上旬頃から発生

してきます。若齢幼虫期は黒色をしていて、大きくなるにつれて淡黄緑色に変わり、体長が8セ

ンチメートルにも達します。

大きくなってからは、あっという間に栗の木の葉を食べてしまいますので、冬のせん定作業

時に栗園の見回りをして、卵の段階でつぶすことが重要です。詳細は右上の二次元コードでご

確認ください。

クスサン幼虫の発生を減らしましょう。

⑯ クスサン(別名：シラガタロウ)に注意しましょう
問 農政課(内線526) 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701

市内に 700 メガヘルツ帯携帯電話基地局が開設されます。新しい電波の利用が始まると、一

部の地域においてテレビ画像が｢乱れる｣｢映らない｣などの受信障害が発生する可能性があるた

め、(一社)700MHz利用推進協会が、その障害を防止するための受信障害対策工事を行います。

受信障害の発生する可能性がある地域の皆さんには、お知らせチラシの配布とともに、協会

指定の工事作業員がご説明に伺います。

なお、本件にかかる工事で、視聴者の方の費用負担はありません。ご不明な点は、コールセ

ンターへお問い合わせください。

⑰ テレビ受信障害対策工事を実施します
問 (一社)700MHz利用推進協会 HP https://www.700afp.jp/

700MHz テレビ受信障害対策コールセンター ℡ 0120-700-012 または℡ 050-3786-0700

笠間市消費者友の会では、複雑多岐にわたる問題に的確に対処し、消費者の生活の安定・向

上を図ることを目的とし、次の通り講演会を開催します。今、気になる2つの問題についてより

深く知ることができる機会です。ぜひご参加ください。

日時 3 月 28 日（月）午後 1時～3時 30 分 受付：午後 0時 45 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 第 1部：｢薬剤耐性菌と身体と薬､そしてワクチンとの関係｣

講師：茨城県立医療大学 桜井 直美さん
さくらい な お み

第 2部：｢18 歳はもう大人?｣

講師：笠間市消費生活センター長 工藤孝子さん
く ど う た か こ

対象 市内在住の方

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 3 月 19 日（土）

※新型コロナウイルス感染の状況により変更または中止となる場合があります。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。

⑱ 講演会｢賢い消費者になるために｣
申・問 笠間市消費者友の会 水田 ℡ 0296-78-5411

令和4年 3月 3日 第 3 ｰ 23号
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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）



学力の向上をめざし、小学校 5・6年生を対象に｢寺子屋｣を開校します。

開校日時 5 月 14 日～令和 5年 3月 18 日の毎週土曜日

場所 笠間公民館・友部公民館・岩間公民館のいずれか

申込方法 いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)または FAX、郵送、窓口で

お申し込みください。

申込期限 3 月 31 日（木）

⑲ 寺子屋事業受講生募集
申・問 生涯学習課(内線 384) 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 FAX 0296-71-3220

コース 時間 受講料(毎月) 教材費(初回のみ)

英語 午前 9時～9時 50 分 1,000 円 1,364 円

国語・算数 午前 10時～午後 0時 10 分 1,000 円 2,728 円

英語・国語・算数 午前 9時～午後 0時 10 分 2,000 円 4,092 円

建築関連の従事者を対象とした、働きながら日本古来の木造建築の基礎知識と技術、技能の

向上が図れる 3年制の学校です。3年間の就学中に社会的地位の向上を目的とした技能士の国家

資格が取得できます。

対象 中学校卒業以上で建築関連事業所に雇用されている方

新規学卒、または再就職を目指す方

建築大工職に興味をお持ちの方

授業料 60,000 円/年

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 4 月 8 日（金）

⑳ 笠間地区建設高等職業訓練校新入生募集
申・問 笠間地区建設高等職業訓練校 市原 ℡ 090-4074-5710

使用済み食用油を利用した環境にやさしいプリン状石けんを作ってみませんか。

泥汚れや油汚れもよく落ちます。ぜひご参加ください。

日時 3 月 24 日（木）午前 10時～11時

場所 地域交流センターともべ 調理室(笠間市友部駅前 1－10）

定員 25 名(先着順）

参加費 200 円

持ち物 ポリバケツ(5リットル程度、できれば蓋付き）、マスク、ゴム手袋

※お持ちでない方は用意しますので、申し込み時に申し出てください(有料)。

申込方法 いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)または電話でお申し込みく

ださい。応募結果および詳細は｢ごみを考える会｣から電話で連絡します。

申込期限 3 月 17 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 手作り石けん講習会
申・問 環境保全課(内線 126) ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028
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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。



市内の歴史資料の調査などを行っている市史研究員の成果展を行います。活動を紹介するパネ

ル展示のほか、近年の調査で発見された資料等を展示します。ぜひお越しください。

日時 3 月 15 日（火）～9月末頃 ※月・水・金曜日、毎月末日、祝日、年末年始は休館

午前 9時～午後 4時 30 分 ※火・木曜日は午後 0時 30 分～4時 30 分

場所 笠間市立歴史民俗資料館 1階 展示室 2(笠間市平町 29）

入館料 無料

㉒ 市史研究成果展 問 生涯学習課(内線 382)

木版画と日本画の展示です。素材の異なる 2人の作品が作る空間をお楽しみください。

日時 3 月 26 日（土）～4月 2日（土）午前 9時 30 分～午後 5時

※月曜日休館、初日は午後 3時から、最終日は正午まで

場所 笠間の家 2階ギャラリー(笠間市下市毛 79-9）

出展 版画家：佐藤瑞季さん 日本画家：瀧本泰士さん
さ と う み ず き たきもと た い し

㉓ 笠間の家 ｢2」佐藤瑞季・瀧本泰士二人展
問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

幾望の会 16 名が小説、詩、エッセー等の個性豊かな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 7日（木）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）

参加費 無料

※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。

㉔ 朗読発表会 問 幾望の会 田中 ℡ 0296-77-4982
き ぼ う かい

歌とピアノで爽やかな春の朝をお楽しみください。

日時 4 月 8日（金）開場：午前 10 時 開演:午前 10 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 ピアノ：小林 萌里さん ソプラノ：柿長 飛鳥さん
こばやし もえ り かきおさ あ す か

定員 90 名(先着順）

参加費 500 円

申込方法 電話でお申し込みください。定員になりしだい募集を締め切ります。

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。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。

㉕ モーニングデュオコンサート
申・問 地域交流センターともべ ℡ 0296-71-6637

市立公民館では、笠間市動画サイト｢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、右上の二次元コードからぜひご覧ください。

講座名 家庭から気軽に SDGｓに取り組む！天然素材で安心&エコ ミツロウラップ作り

㉖ かさま志民オンライン講座
し みん

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100

令和4年 3月 3日 第 3 ｰ 23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。



【回覧】 次号は  3 月 17 日発行 第 3 -24 号 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉙ ボーイスカウト体験 in芸術の森公園 

申・問 日本ボーイスカウト茨城県連盟 宮田 メール BZM06551＠nifty.com  
 ロープ結びやゲーム、キャンプなど、ボーイスカウトで学んだ技能を使って、子どもたちに楽

しい時間を提供します。ぜひご参加ください。 

日時 3 月 29 日（火） 午前 10時～正午、午後 1時～3時 

場所 笠間芸術の森公園 イベント広場(笠間市笠間 2345） 

対象 小学生 

定員 各回 20名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 右上の二次元コードよりお申し込みください。 

申込期間 3 月 5日（土）～20日（日） 

※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。 

 

 ㉘ 道の駅かさま 
問 (株)道の駅笠間(笠間市手越 22-1) ℡ 0296-71-5355 HP https://m-kasama.com 

 

日時 内容 定員 

3 月 16 日（水）午後 3時～4時 Andy の英語の絵本読み聞かせ  

3 月 25 日（金）午前 10時～11時 30 分 女性のためのヨガ 先着 6名 

3 月 27 日（日）午前 9時～午後 1時 朝市  

〇朝市出店者の募集 

 毎月第 4日曜日に開催しています。詳細は道の駅かさまホームページをご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止・内容変更になる場合があります。 
 

 

 ㉗ かさま歴史交流館 井筒屋 
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987) ℡ 0296-71-8118 

 
〇いばらき 3人娘 étoile Spring Concert 
クラシックからポップスまで、明るく癒されるさまざまな曲を演奏予定です。 
日時 4 月 10 日（日）開場：午後 4時 30 分 開演：午後 5時 
出演 クラリネット：杉田

す ぎ た

  愛実
あ み

さん ピアノ：高野
た か の

  真美
ま み

さん フルート：佐々木
さ さ き

  美緒
み お

さん 

入場料 1,000 円 
 

〇南米アンデス地方の音楽コンサート 

 フォルクローレとチャランゴの世界を演奏と解説でお楽しみください。 

日時 4 月 17 日（日）開場：午後 2時 30 分 開演：午後 3時 
出演 チャランゴ：福田

ふ く だ

  大治
だ い じ

さん ギター：ホセ 犬伏
いぬぶし

さん ピアノ：小林
こばやし

  萌
もえ

里
り

さん 

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 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。 
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