
※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市政懇談会を開催します

④HPV ワクチン任意接種費用を助成します

⑤証明書コンビニ交付サービスを一時停止します

⑥国民健康保険に加入の方は人間ドック・

脳ドックの費用助成が受けられます(二次募集)

⑦特設無料人権相談を実施します

⑧住宅・店舗リフォーム促進補助金を

ご利用ください

⑨笠間市土地改良事業運営協議会職員

を募集します

⑩令和4年度二十歳の集い実行委員を募集します
は た ち

■教養・文化・交流 他

⑪つつじ公園ソロキャンプ モニター募集

⑫糖尿病予防教室

⑬筑波大学附属病院 市民公開講座

⑭まち歩き・謎解きゲーム

｢カサマフォトミッション 2022」

⑮地域交流センターともべ イベント

⑯かさま歴史交流館 井筒屋イベント

⑰あたごコンサート

⑱笠間フレンドシップインディアカ交流大会

⑲テニス教室

⑳読み語りの会

㉑飯田ダムの役割をご存じですか
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令和4年 5月 19日 第4 ｰ 4号

【回覧】お早めに回してください全10 ページ(A3…2 枚、A4…1 枚)

市内の新規感染症患者数は 4月以降減少傾向にありますが、県内での感染は続いています。

市民の皆さんには、引き続き、マスクの正しい着用、こまめな手洗い・手指消毒、3密（密接

・密集・密閉）の回避等の感染防止対策の徹底をお願いします。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(5月 17 日現在）
問 健康医療政策課 感染症対策室(地域医療センターかさま内) ℡ 0296-77-9145



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 新型コロナワクチン接種情報(5月 17 日現在) 
問 健康医療政策課  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） 
 
 

 追加接種(4 回目接種)について 
 新型コロナワクチンについて国から追加接種(4回目接種)を実施する方針が示されました。 

 市においても、国の方針に基づき準備を進め、順次接種を実施していきます。 
 対象者 接種券の発行 

1 60 歳以上の方  3 回目接種完了後、5か月を目安に 5月下旬 
 から順次発送予定 

2 

18 歳以上 60歳未満で基礎疾患を有する方 

その他重症化リスクが高いと医師が認める方 

(以下｢60 歳未満の基礎疾患を有する方等」） 

予約・相談センターへ自己申告により申請し、

その都度発送(6月 6日(月)から受付開始予定）

※接種当日の予診の段階等で、医師の判断によ

 り基礎疾患を有する方であることの確認が

 行われます。 
接種間隔 3 回目接種完了後 5か月以上経過した方 

ワクチンの種類 ファイザー社およびモデルナ社 

接種方法 個別接種および集団接種  

(1)60 歳以上の方   

3回目の接種方法 4 回目の接種方法/場所 予約の方法 

市内協力 

医療機関での 

個別接種 

個別接種/各医療機関 

または 

集団接種/保健センター等 

3 回目接種完了後 5か月以上経過した日程で予約

が必要です 

・接種券が届いてから医療機関に直接予約 

・保健センター等での集団接種を希望する場合は、

 電話またはWebで予約・相談センターに予約 

市民体育館等での

   集団接種 
集団接種/保健センター等 

日時指定のため予約不要です 

・接種日時があらかじめ指定された接種券が届き

ます。変更やキャンセルは、予約・相談センタ

ーへ電話または Web で連絡 

・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 

※3回目の接種方法が上記以外の方は予約が必要です。 

※各医療機関の予約開始日は現在調整中です。医療機関へのお問い合わせの電話はご遠慮ください。 
 

(2)60 歳未満の基礎疾患を有する方等  

 接種券が届いてから、3回目接種完了後5か月以上経過した日程で予約をしてください。 

個別接種を希望する方 医療機関に直接予約をしてください。 

集団接種を希望する方 予約・相談センターへ電話または Web で予約をしてください。 

※各医療機関および予約・相談センターの予約開始日は現在調整中です。 

詳しくはこちら 
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「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 



県では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）

接種対象者 笠間市に住民票がある 18 歳以上で 2回目接種完了後 6か月を経過した方

予約方法 5 月 23 日（月）午前 9時 30 分から受付を開始しますので、

接種券が届いたら右の二次元コードから Web 予約、または

笠間市予約・相談センター（℡ 0570-052-567(有料)）へ

電話予約をしてください。

ワクチンの種類 モデルナ社

県の大規模接種会場での追加接種(3 回目接種)

6 月

1 日（水） 3日（金） 4日（土） 8日（水） 10日（金）

11日（土） 15 日（水） 17日（金） 18日（土） 22日（水）

24日（金） 25 日（土） 29日（水）

Web 予約

定期接種の対象年齢を過ぎて HPV ワクチンを任意(自費)で接種を受けた方に、費用の助成を

行います。該当する方は申請してください。

助成対象者 下記のすべての条件を満たす方

・令和 4年 4月 1日時点で笠間市に住民登録がある方

・平成 9年 4月 2日～平成 17 年 4月 1 日生まれの女性

・定期接種の対象年齢を過ぎてから、令和 4年 3月 31 日までに 2価または 4価の HPV ワクチン

を日本国内で自費で接種した方

※定期接種の対象年齢：12 歳となる日の属する年度の初日から 16歳となる日の属する年度の末

日までの女子

申請期限 令和 7年 3月 31 日

申請場所 保健センター

必要書類

・HPV ワクチン任意接種費用助成申請書兼請求書

・支払額、接種回数が分かる領収書(原本) ※領収書がない場合は申請年度の市の基準額を助成

・接種記録が確認できる母子健康手帳または予防接種済証 ※母子健康手帳または予防接種済証

がない場合は、HPV ワクチン任意接種費用助成申請用証明書

・被接種者の身分証明書(申請者と被接種者が違う場合、双方の証明書)の写し

④ HPV ワクチン任意接種費用を助成します
申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

令和4年 5月 19日 第4 ｰ 4号
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市長と意見交換をする｢市政懇談会｣を次の通り開催します。事前の申し込みは不要ですので、

ぜひお越しください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用でご参加をお願いします。

日時 6 月 8日（水）午後 6時 30 分～

場所 市役所 笠間支所 2階 大会議室(笠間市笠間 1532)

③ 市政懇談会を開催します 問 秘書課(内線 224)

道の駅かさまの定休日は、毎月第４木曜日となります。
道の駅の情報については、ホームページ等でご確認ください。



助成額 人間ドック：20,000 円、脳ドック：25,000 円

対象者 令和 4年 4月 1日現在 40 歳以上で、受診日に 74歳以下の笠間市国民健康保険の被保

険者であり、国民健康保険税を完納している世帯

※受診日に 75 歳の誕生日を迎える方は、応募できません。

申込期間 6 月 13 日（月）～30 日（木）※土日を除く

申込方法 窓口で直接または郵送でお申し込みください。応募用紙は窓口にあります。また、

市ホームページからもダウンロードできます。

持ち物 保険証

注意事項 先着順ではありません。応募者が定員を超えた場合は、抽選により当選者を決定し

ます。当選･落選にかかわらず、7月末までに申込結果を送付します。応募は一人

1回のみとなります。複数回応募した場合は無効となります。家族の名前で応募して

別の人が受けることはできません。

○人間ドック

・人間ドックを申し込まれた方は、保健センターが実施する特定健診や医療機関健診は受診でき

ません。

・水戸済生会総合病院の人間ドックは、病院指定の受診日となります(指定はできません）。

・胃がん検診の詳細は、各医療機関にお問い合わせください。

※実施機関の料金改定により、個人負担額について変更になる場合があります。

⑥ 国民健康保険に加入の方は人間ドック・脳ドックの費用助成が

受けられます(二次募集)
問 保険年金課(内線144) 笠間支所市民窓口課(内線72123) 岩間支所市民窓口課(内線73182)

実施機関名 電話番号 胃がん検診 胃カメラへの変更 個人負担金 定員

茨城県メディカルセンター 029-243-1111 バリウム
医師の判断に

より追加料金有
22,020円 6名

水戸済生会総合病院 029-254-9044 バリウム 定員、追加料金有 21,800円 1名

東関東クリニック
029-221-1200 バリウム

予約時に変更可

追加料金有 21,800円 8名

いばらき健康管理センター ×

水府病院 029-309-5000 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
22,900円 15名

㈱日立製作所

土浦診療健診センタ
029-831-5830 バリウム

予約時に変更可

追加料金有
20,700円 20名

協和中央病院 0296-57-9959 バリウム × 20,700円 13名

筑波大学附属病院 029-853-4205 胃カメラ 48,200円 9名

石岡共立病院 0299-23-4113 バリウム
予約時に変更可

追加料金有
19,870 円 20名

４ぺージ
2022-0519 小中学生の登下校の見守りをお願いします。

メンテナンス実施のため、証明書コンビニ交付サービスを一時停止します。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解ご協力をお願いします。

停止日 6 月 9日（木）終日

停止業務 コンビニエンスストア等および、本庁舎内自動交付機でのマイナンバーカードを利用

した各種証明書(住民票、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、課税証明書、所得

証明書)の取得サービス

※6月 10 日（金）から令和 4年度の税証明書が取得できます。

⑤ 証明書コンビニ交付サービスを一時停止します 問 税務課(内線 113)



○脳ドック

・茨城県立中央病院は病院指定の受診日となります(指定はできません）。

・脳ドックを申し込まれた方は保健センターが実施する各種がん検診のみ受診できます(要予約)。

・令和 2年度および令和 3年度に市の｢脳ドック｣の補助を受けた方は申し込みできません。

・妊娠している方や身体にペースメーカー・金属類を埋め込んでいる方、脳疾患で医師の治療

を受けている方、閉所恐怖症の方は申し込みできません。

実施機関名 電話番号 個人負担金 定員

茨城県立中央病院 0296-77-1121 30,000 円 20 名

たかだ脳神経外科内科クリニック 0296-71-8808 24,500 円 27 名

水戸済生会総合病院 029-254-9044 27,800 円 20 名

水戸協同病院 029-233-9930 19,000 円 1 名

協和中央病院 0296-57-9959 19,000 円 10 名

筑波メディカルセンター 029-856-3521 30,000 円 5 名

筑波大学附属病院 029-853-4205 87,200 円 10 名

商工会では、住宅・店舗リフォーム促進補助金事業の受付をしています。今年度も、新型コロ

ナウィルス感染症による家庭内感染リスクの軽減、クラスターの発生を防ぐための対策費用を追

加補助する特例枠を設けています。

対象工事 市内の小規模建設施工業者による建物の増築、修繕、改修に係る工事費用が 20 万円

(税抜き)以上の工事

対象外工事 住宅または店舗と別棟の倉庫や車庫、造園工事、門扉や塀等の外構工事、電気設

備や通信設備等の購入に伴う設置・取替えのみの工事、補助金交付決定前に着工

した工事など

対象建物 住宅：申請者が市内で自ら居住している建物(賃貸住宅は対象外)

店舗：小規模事業者が市内で事業を営む店舗、工場、事務所

補助金額 住宅：最大 10万円(補助率:10％）

店舗：最大 20万円(補助率:20％)

特例枠 ｢空気清浄機能付きまたは換気機能付きエアコン｣を設置の場合、本体工事の補助金の

2分の1を追加補助。※特例枠のみの申請はできません。

申込方法 工事着工前に交付申請書および添付書類を添えて、窓口に提出してください。

※郵送での受け付けはできません。

申込期間 予算終了まで(予算額 1,000 万円)

⑧ 住宅・店舗リフォーム促進補助金をご利用ください

申・問 笠間市商工会 友部事務所(笠間市東平 2-3-3) ℡ 0296-77-0532

令和4年 5月 19日 第 4 ｰ 4号
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国民健康保険税の納付は、口座振替にすると便利です。

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。

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となることがあります。ご

理解ご協力をお願いします。

日時 6 月 7日（火）午前 10時～午後 3時 最終受付：午後 2時 30 分

場所 市民センターいわま(笠間市下郷 5140)

⑦ 特設無料人権相談を実施します 問 社会福祉課(内線 157)



職務内容 事務全般(土地改良区業務の現地打ち合せ等を含む）

募集人数 1 名

応募資格 平成 4年 4月 2日から平成 15 年 4 月 1 日までに生まれ、高等学校卒業以上の学歴を

有する方で、パソコン(エクセル・ワード等)が操作できる方

勤務場所 笠間市土地改良事業運営協議会(笠間市役所 岩間支所内：笠間市下郷 5140）

勤務時間 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

賃金 試用期間は時給 900 円、通勤手当は別途支給。正職員採用後は、笠間市土地改良事業運営

協議会給与規程に基づいて支給。

雇用形態 7 月 1 日～9月 30 日までは試用期間。10月 1日から正職員採用。

応募方法 写真を貼付した履歴書・採用試験自己紹介書・各種免許、資格を有する方は証明書の

写しを土地改良事業運営協議会まで直接持参してください。

※｢採用試験自己紹介書｣は応募期限内に事務局でお渡しします。

選考方法 書類審査および面接により決定します。

応募期限 6 月 20 日（月）

⑨ 笠間市土地改良事業運営協議会職員を募集します
申・問 笠間市土地改良事業運営協議会 ℡ 0299-45-0530

二十歳の集いを仲間と一緒に作り上げる実行委員を募集します。実行委員として企画や運営に

携わって、一生に一度の晴れ舞台を演出してみませんか。当日にピアノを演奏していただける方

も歓迎します。

内容 式典の企画・運営

対象 平成 14 年 4 月 2 日～平成 15 年 4月１日生まれで笠間市の二十歳の集い(令和5年1月8日

(日))に出席予定の方で月 1回程度の実行委員会に参加できる方(Zoom可）
※進学・就職等により現在笠間市にお住まいでない方も参加できます。

募集人数 10 名程度

申込方法 窓口で直接または電話、市ホームページ(http://www.city.kasama.lg.jp/⇒申込フォー
ムで検索)、いばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元コード)からお申し込みく

ださい。

申込期限 6 月 30 日（木）

⑩ 令和 4年度 二十歳の集い実行委員を募集します
は た ち

申・問 生涯学習課(内線 383）

新緑のつつじ公園で期間限定のキャンプサイトにお泊りいただく、宿泊モニターを募集しま

す。皆さんのご意見を参考に、今後の運用を検討していきます。

日時 1 回目：6月 18 日（土）・19日（日） 2回目：6月 25 日（土）・26 日（日）

チェックイン：午後 1時 チェックアウト：午前 11 時

場所 笠間つつじ公園 山頂広場(笠間市笠間 616-7）

対象 ソロキャンプで、アンケートと宿泊サイトの様子の撮影にご協力いただける方

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、FAX、メールでお申し込みください。

申込期限 6 月 14 日（火）

⑪ つつじ公園ソロキャンプ モニター募集
申・問 (一社)笠間観光協会(笠間市笠間1538-2) ℡ 0296-72-9222

FAX 0296-72-9211 メール kasama@intio.or.jp
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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。



糖尿病は初期段階には自覚症状はほとんどなく、進行すると合併症等から重篤な症状となる場

合もあります。この機会に糖尿病についての知識を学び、今後の健康づくりに役立てましょう。

講師 栄養教室：保健センターの管理栄養士、保健師 運動教室：健康運動指導士

定員 各回 20 名程度(応募者多数の場合は抽選）

対象 30～74 歳で健康診査の結果が HbA1c 値が 5.6～6.4%で、服薬をしていない方

参加費 300 円

申込方法 保健センターの窓口で直接、または電話でお申し込みください。

⑫ 糖尿病予防教室
申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

日時 場所 申込期限

栄養教室 6 月23日(木)午前 10時～正午 地域交流センターいわま｢あたご｣

(笠間市下郷 4438-7）
6月8日(水)

運動教室 7 月7日(木)午後1時30分～3時30分

日時 場所 申込期限

栄養教室 7 月21日(木）午前 10 時～正午 笠間公民館(笠間市石井 2068-1)

7月6日(水)
運動教室 7月28日(木)午後1時30分～3時30分

笠間市民体育館

(笠間市石井 2068-1)

日時 場所 申込期限

栄養教室 9 月 8日(木)午前 10時～正午 保健センター

(笠間市南友部 1966-1)
8月24日(水)

運動教室 9 月22日(木)午後1時30分～3時30分

｢カサマフォトミッション｣は、地図を頼りにフォトスポットを巡り、写真を撮ってキーワード

を集めながら、まち歩きを楽しむゲームです。ミッションをクリアしながらさまざまな角度でま

ちを見て、まちを知り、新たな発見をしましょう。

開催期間 5 月 28 日（土）～10 月 2 日（日）

まち歩きエリア 笠間稲荷門前通り周辺

内容 抽選で豪華商品：ミッションを達成した方の中から抽選で ETOWA KASAMA招待券や
笠間ならではの豪華賞品が当たります。

ベストフォト賞：インスタグラムやTwitterに｢＃カサマフォトミッション｣のタグをつけて
素敵な写真をあげてくれた方に、笠間の特産品をプレゼントします。

参加方法 ゲーム冊子は井筒屋、門前通り商店街の協賛店舗などに設置してあります。右上の二

次元コードからも詳細の確認やゲーム冊子の印刷ができます。

参加費 無料

持ち物 ゲーム冊子、ペン、スマートフォンもしくはデジタルカメラ

⑭ まち歩き・謎解きゲーム「カサマフォトミッション 2022」

問 かさま歴史交流館井筒屋 ℡ 0296-71-8118

筑波大学附属病院では Zoomによる｢がん治療｣についての市民公開講座を開催しています。専
門の医師によるわかりやすい講演会です。無料でどなたでも参加できます。詳しくは右上の二次

元コードでご確認ください。

⑬ 筑波大学附属病院 市民公開講座

問 筑波大学附属病院 総合がん診療センター ℡ 029-853-8096
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市職員を名乗る電話で｢還付金｣｢ATM｣と聞いたら詐欺を

疑ってください。



○歌声喫茶 in トモア

巨大スクリーンに映し出す懐かしい歌の歌詞を見ながら、良い姿勢で歌いましょう。

〇モーニングコンサート 尺八とピアノで初夏にぴったりの名曲をお送りします。

〇駅前シネマ「地球交響曲ガイアシンフォニー第二番」

さまざまな分野の賢人たちの言葉を、映像と音楽とともに描くドキュメンタリー映画です。

申込方法 電話、または窓口で直接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になる可能性があります。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。

⑮ 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 (笠間市友部駅前 1-10） ℡ 0296-71-6637

日時 6 月 12 日（日）※偶数月の第 2日曜日 午後 1時～3時

講師 逢坂 せいしさん
おおさか

曲目 浜辺の歌、四季の歌、サントワマミー、花の首飾り、旅人よ、など

定員 70 名

参加費 500 円/名(飲み物付き)

日時 6 月 17 日（金）開場：午前 10 時 開演：午前 10 時 30 分

出演 尺八:渕上 ラファエル 広志さん ピアノ:小林 萌里さん
ふちがみ ひ ろ し こばやし もえ り

定員 90 名(先着順）

入場料 500 円

日時 6 月 19 日（日）午前 10時、午後 2時、午後 6時（上映時間 112 分）

定員 各回 70 名(先着順）

入場料 一般：前売券 1,000 円、当日券 1,200 円 中高生は前売券・当日券ともに 800 円

〇初めてのYOGAクラス 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。

〇ボサノバの涼風 ブラジル音楽ボサノバを唄とピアノで演奏します。

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

⑯ 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(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

日時 6 月 29 日（水）午前 9時 30 分～11時 30 分

講師 Lufelias Yoga Yju 河原井 理恵さん
ル フ ェ リ ア ス ヨ ガ ユジュ か わ ら い り え

定員 8 名

参加費 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。

日時 7 月 3 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
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市役所本所 1 階特設会場でマイナポイントの申請を
サポートしています。お気軽にご相談ください。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑳ 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  6 月 21 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 6月の蠅取り紙、B29 エノラ・ゲイ、作文｢家族」、字のないはがき、つつじのむすめ ほか 

 

 ⑲ テニス教室         
申・問 笠間市岩間海洋センター(笠間市押辺 2259-1) ℡ 0299-45-7085  
6 月 2日（木）は無料体験会を実施します。ぜひ、お気軽にご参加ください。 

日時 6 月からの毎週木曜 午前 10時～11 時 30 分 

場所 岩間工業団地テニスコート(笠間市安居 2600） 

クラス 大人基礎クラス 大人応用クラス 
内容 ゆっくり、楽しく、各ショットの練習 ゲーム形式での練習 
対象 テニスが初めての方 各ショットを打てる方 

定員 各クラス 8名程度 

参加費 1,100 円/回 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。5月 26 日から受付を開始します。 

 

 ⑱ 笠間フレンドシップインディアカ交流大会 
申 笠間市岩間海洋センター(笠間市押辺 2259-1) 事務局 石川 FAX 0299-45-2347 

問 事務局 石川 ℡ 0299-45-2347 
 
インディアカは、｢誰もが、楽しく、いつまでも｣できるスポーツです。プレイできる楽しさと

人と出会う喜びを広げるために開催します。 

日時  6 月 19 日（日）受付：午前 9時～ 開始予定：午前 9時 30 分 

場所 岩間海洋センター 

対象 市内在住または在勤で、インディアカ愛好者やインディアカを体験してみたい方 

参加費 200 円(傷害保険料含む) 

申込方法 岩間海洋センターに直接または FAX でお申し込みください。申し込み用紙は窓口に 

     用意しています。 

申込期限 6 月 9日（木） 

 ⑰ あたごコンサート 
申・問 地域交流センターいわま｢あたご」（笠間市下郷 4438-7) ℡ 0299-57-3357 

 
 心を突き刺す歌声と、一流の歌い手と共演してきたギターの共演をお楽しみください。 

日時 6 月 26 日（日）開場：午後 0時 30 分 開演 午後 1時  

            開場：午後 2時 30 分 開演 午後 3時 

場所 地域交流センターいわま｢あたご」 

出演 ボーカル：中澤
なかざわ

 敦子
あ つ こ

さん ギター：梅田
う め だ

 光雄
み つ お

さん 

定員 各回 50名(先着順） 

入場料 2,000 円 ※中学生以下無料 

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。 

  

令和4年 5月 19日  第 4 ｰ 4号 

９ぺージ 
2022-0519 

 

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  



【回覧】次号は 6 月2 日発行 第4-5 号

【大雨時の飯田ダムの役割】

飯田ダムでは、ダム上流から入ってくる水の一部をダムに溜め、下流の川に流す水の量を減らす

ことにより、下流の洪水被害を軽減する役割を果たしています(｢①飯田ダムのイメージ｣参照）。

また、大量の雨が予測される時には、ダムに溜まっている水を下流の川に事前に流し、大雨の

前にダムの水位を下げ、溜められる水の量を従前より増やすことで、下流の洪水被害を軽減する

機能を強化します(｢②事前放流のイメージ｣参照）。

【飯田川下流（飯田ダム～涸沼川合流部）区間におけるサイレンについて】

ダムから流す水の量が増えることにより、ダム下流の川で急激な水位の上昇が予測される場合

は、警報局のサイレンを鳴らしますので、サイレンが鳴った時は川のそばから離れてください。

㉑ 飯田ダムの役割をご存じですか
問 茨城県飯田ダム管理事務所 ℡ 0296-72-7950 茨城県水戸土木事務所 ℡ 029-225-4515
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