
※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｢笠間市子育て･教育応援プレミアムｅチケット｣

の申し込みを開始します

④小菊生産の省力化・効率化を支援します

⑤スケートボードに関する商品開発に

取り組みたい事業者を募集します

⑥特設無料人権相談を実施します

⑦農作業に伴う道路の泥汚れ防止にご協力ください

⑧野生の山菜類およびきのこ類の出荷管理の

徹底をお願いします

⑨県立中央病院の会計年度任用職員を募集します

⑩高速バス｢関東やきものライナー｣ダイヤのお知らせ

■教養・文化・交流 他

⑪救命あおぞら教室

⑫シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会

⑬外国人材就労受入れセミナー

⑭｢かさま環境を考える会｣視察研修会

⑮ナイスハートふれあいフェスティバル 2022

⑯石の百年館企画展｢ちょっと変わった岩石展｣

⑰白石美帆さんと｢欲しい｣をみつける!! 笠間焼

⑱ゼロから始めるスマートフォン教室

⑲地域交流センターともべ イベント

⑳万葉亭小太郎の井筒屋の夜会～秋分を愛でる会～

㉑読み語りの会

全国的に新型コロナウイルス感染症の患者数が急増しています。現在の感染の主流となって

いるオミクロン株は、強い感染力を有しています。必要な場面でのマスクの着用、手洗い、手

指消毒、3密(密接・密集・密閉)の回避、換気など基本的な感染対策の徹底をお願いします。

なお、マスクの着用は基本的な感染防止対策の一つとして重要ですが、熱中症のリスクが高

まっています。屋外で 2メートル以上の身体的な距離が確保できる場合や、身体的な距離が確

保できなくても会話をほとんど行わない場合など、マスク着用の必要がないときはマスクをは

ずし、熱中症を予防しましょう。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(8月16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

令和4年8月 18日 第4 ｰ 10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) １ぺージ
2022-0818
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 ② 新型コロナワクチン接種情報 
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） 
 
 

 市内協力医療機関の使用ワクチンの変更について 
 
 市内協力医療機関で行っている 12歳以上の方の新型コロナワクチン接種は、ファイザー社の

ワクチンを使用していましたが、今後国からのファイザー社ワクチンの供給が見込めないため、

それぞれの医療機関で保有しているワクチンがなくなりしだい、モデルナ社のワクチンに切り替

わります。 

【3回目接種市内協力医療機関(8月 9 日現在)】                      
対象者 2 回目接種完了後 5か月以上経過した 12 歳以上の方 

ワクチンの種類 モデルナ社(18 歳以上) 

地区 医療機関名 電話番号 予約方法 予約案内 

笠間 

石本病院 0296-72-4051 電話･窓口  

神里医院 0296-72-0177 電話･窓口  

河村医院 0296-72-2121 電話･窓口   

佐藤医院 0296-72-0032 電話  

下田整形外科 0296-73-0858 電話･窓口  

友部 

笠間市立病院 0296-77-0034 電話  

立川記念病院 0296-77-7211 窓口 

【予約受付】 

 平日:午前 9時～11 時 30 分/午後 1 時～4時 30 分 

 土曜日:午前 9時～11 時 30 分/午後 1 時～3時 

ともべ内科 

クリニック 
0296-70-5500 電話 

【予約受付】 

 午前 9時～正午/午後 2時～5時 

ねもとクリニック 0296-77-7011 電話･窓口  

岩間 
梅里クリニック 0299-45-2002 電話  当院で初回接種をした方のみ 

高瀬医院 0299-45-2140 電話･窓口  
 

ワクチンの種類 ファイザー社(12 歳以上 17歳以下) 

※12 歳以上 17歳以下の方は、接種できるワクチンがファイザー社に限定されています。 

地区 医療機関名 電話番号 予約方法 予約案内 

友部 ねもとクリニック 0296-77-7011 電話･窓口  
 

※ワクチンの供給量等により、上記の内容に変更が生じることがあります。 

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 ２ぺージ 
2022-0818 

 



【4回目接種市内協力医療機関(8月9日現在)】

対象者 3 回目接種から 5か月以上経過した①～③のいずれかにあてはまる方

①60歳以上の方

②18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

③18歳以上60歳未満の医療従事者等(歯科、薬局、消防職員を含む）、高齢者施設従事者・

障がい者施設従事者等

ワクチンの種類 モデルナ社

※ワクチンの供給量等により、上記の内容に変更が生じることがあります。

地区 医療機関名 電話番号 予約方法 予約案内

笠間

いけうち医院 定期受診時 電話･窓口対応はしないので、定期受診時に相談

石本病院 0296-72-4051 電話･窓口

神里医院 0296-72-0177 電話･窓口

河村医院 0296-72-2121 電話･窓口

佐藤医院 0296-72-0032 電話

下田整形外科 0296-73-0858 電話･窓口

友部

石橋内科医院 0296-71-3181 電話 当院で 3回目接種をした方のみ

笠間市立病院 0296-77-0034 電話

立川記念病院 0296-77-7211 窓口

【予約受付】

平日:午前 9時～11時30分/午後1時～4時30分

土曜日:午前 9時～11時 30分/午後1時～3時

友部セントラル

クリニック

080-8085

-9695
電話･窓口

当院通院歴のある方のみ

【予約受付】午前9時～11時/午後3時～5時

ともべ内科

クリニック
0296-70-5500 電話 【予約受付】午前9時～正午/午後 2時～5時

ねもとクリニック0296-77-7011 電話･窓口

常陸クリニック 定期受診時
電話･窓口対応はしないので、定期受診時に相談

当院で 3回目接種をした方のみ

山本内科

小児科医院
0296-71-2232 電話 当院で 3回目接種をした方のみ

岩間

梅里クリニック 0299-45-2002 電話 当院で 3回目接種をした方のみ

高瀬医院 0299-45-2140 電話･窓口

本多内科・

循環器科医院
0299-37-8556 電話･窓口 当院で 3回目接種をした方のみ

令和4年 8月 18日 第 4 ｰ 10号

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）

３ぺージ
2022-0818



県では新型コロナワクチン大規模接種会場で追加接種を行っています。

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

3 回目接種：笠間市在住で2回目接種から5か月以上経過した 18歳以上の方

4回目接種：笠間市在住で3回目接種から5か月以上経過した①～③のいずれかにあてはまる方

①60歳以上の方

②18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

③18歳以上60歳未満の医療従事者等(歯科、薬局、消防職員を含む）、高齢者施設従事者・障がい

者施設従事者等

予約方法 接種券が届いたら、2回目または 3回目接種完了後 5か月以上経過した

日程で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。

予約受付 8 月 22 日（月）午前 9時 30 分～

ワクチンの種類 モデルナ社

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 8月 12 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。

県の大規模接種会場での接種(3・4 回目接種)について

接種日

9月

2 日（金） 3日（土） 4日（日）

9日（金） 10 日（土） 11日（日）

16日（金） 17 日（土） 18日（日）

23日（金・祝） 24 日（土） 25日（日）

30日（金）

Web 予約

｢笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例｣を

7 月 1 日から施行しました。行政区へ加入しましょう。
４ぺージ

2022-0818

笠間市と笠間市商工会では、子育て・教育世帯への応援と市内の消費喚起・新しい生活様式に

対応したキャッシュレス決済の普及を目的に、電子商品券を発行します。

対象 以下のいずれかに該当し市内に住所を有するか、生計を同一にする親族が市内に住所を有

する世帯

・基準日(令和 4年 7月 1日)において、平成 16 年 4 月 2 日以降に生まれた子がいる世帯

・申請日において大学生等がいる世帯

利用期間 10 月 1 日（土）～令和 5年 2月 28 日（火）

販売金額 1 セット 10,000 円の販売額で 13,000 円分利用できます。

申込期間 9 月 1 日（木）～14日（水）

※詳細は右上の二次元コードからご確認ください。

③ ｢笠間市子育て・教育応援プレミアムｅチケット｣の

申し込みを開始します
申・問 笠間市商工会岩間事務所 ℡ 0299-45-5711 市 商工課(内線 510)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④ 小菊生産の省力化・効率化を支援します     申・問 農政課(内線 527) 
 
 生産者の長期経営継続と新規生産者の確保による銘柄産地の維持・回復を目指し、 

小菊生産の省力化・効率化を支援するため、機械等の購入費を助成します。 

※申請前に購入した場合は助成の対象となりませんので、ご注意ください。 

対象機械等 定植機、収穫機、選別機、フラワーバインダー、結束機、LED 電照設備など 

      ※汎用性の高いもの、既に所有している機械等の更新は対象外 

対象者 笠間市に住所を有する生産者で、当該機械等を用いて 7年以上事業を継続する方 

補助率 購入費の 1/2 以内（補助上限額：100 万円） 

必要書類 補助金等交付申請書(窓口または右上の二次元コードからダウンロード）、見積書、 

    　購入する機械等の内容が分かる資料(カタログ等）、本人確認できる書類等 

 ⑤ スケートボードに関する商品開発に取り組みたい事業者を 

  募集します 
申・問 (一社)笠間スポーツコミッション ℡ 080-6464-1424 FAX 0296-71-3220  

 
 市内に本社または支社(事業所)を有する事業者(小売業者、飲食業者、陶芸家等)で、スケート

ボードに関連する商品開発・製作に取り組みたい方向けの、商品開発講座を開催します。受講後、

商品開発プランを提出していただき、その中から 5 社を選定します。詳細は市ホームページ(右上

の二次元コード)をご覧ください。 

日時 9 月 16 日（金）午前 10 時 

場所 市役所本所 教育棟 2階 2-1・2-2 会議室(笠間市中央 3-2-1) 

申込方法 いばらき電子申請・届出サービスまたは FAX でお申し込みください。申込書は市ホ 

    　ームページからダウンロードできます。 

申込期間 8 月 22 日（月）～9月 9日（金） 

令和4年 8月 18日  第 4 ｰ 10号 

【節電の夏】 

家庭や勤務先で「省エネ」「節電」に取り組みましょう。 

～熱中症対策も忘れずに～ 

 

５ぺージ 
2022-0818 

 

 ⑥ 特設無料人権相談を実施します        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。 
 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場合があります。 
【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 9 月 21 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) 

 

 ⑦ 農作業に伴う道路の泥汚れ防止にご協力ください  問 農政課(内線 529) 
 
トラクター等での農作業の際、田や畑から公道に出る前には、必ず泥を落としてから走行するよ

うにお願いします。道路に落ちた大きな泥のかたまりなどは、通行の妨げになる恐れがあります。 

 やむを得ず道路を汚した場合は、速やかに清掃するなどマナーを守り農作業を進めていただく

ようご協力をお願いします。 

 



県内では、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、野生の山菜類・きのこ類といっ

た特用林産物の一部の出荷制限等が続いています。笠間市も、出荷制限の対象となっています。

出荷制限の出ている山菜類・きのこ類について販売・流通することがないよう、今一度、出荷

管理の徹底をお願いします。

出荷制限状況

検査の方法や販売等に関する詳細は、採取地の市町村、または農林事務所等にご相談ください。

〇県央農林事務所 林業振興課 ℡ 029-231-2079 〇茨城県庁 林政課 ℡ 029-301-4026

⑧ 野生の山菜類およびきのこ類の出荷管理の徹底をお願いします
問 農政課(内線 530)

野生の

こしあぶら

日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、常陸大宮市、

桜川市、城里町、大子町

野生の

きのこ類

水戸市、日立市、石岡市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、

茨城町、城里町、大子町

勤務内容 医師が行う事務作業の補助など(ドクターズ・クラーク)

勤務時間 午前 9時～午後 4時 週 5日(休日：土日祝日、年末年始）

勤務場所 県立中央病院(笠間市鯉淵 6528）

募集人数 5 名程度

賃金 891～1,096 円/時間

資格等 高卒以上、パソコンの基本操作ができる方

待遇 社会保険、雇用保険、賞与年 2回、通勤手当支給

応募方法 電話でお問い合わせください。

⑨ 県立中央病院の会計年度任用職員を募集します
申・問 県立中央病院 ℡ 0296-77-1121

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。６ぺージ
2022-0818

｢関東やきものライナー｣ は 8月 22 日（月）から当面の間 1日 3往復で運行します。東京方面

におでかけの際は、ぜひご利用ください。

料金 笠間―秋葉原間 片道:1,650円(小人830円) 2枚チケット:2,900円(小人は同額で2名利用可)

⑩ 高速バス｢関東やきものライナー｣ダイヤのお知らせ
問 企画政策課(内線 555)

上り 下り

停留所 時刻 停留所 時刻

益子駅 7:10 8:20 9:20 秋葉原駅 15:10 17:00 18:40

笠間ショッピング
センター(ポレポレ）

7:50 9:00 10:00 道の駅かさま 16:49 18:39 20:19

笠間稲荷神社入口 7:52 9:02 10:02 やきもの通り 16:52 18:42 20:22

笠間駅前 7:55 9:05 10:05 笠間駅前 16:55 18:45 20:25

やきもの通り 7:58 9:08 10:08 笠間稲荷神社入口 16:58 18:48 20:28

道の駅かさま 8:01 9:11 10:11
笠間ショッピング
センター(ポレポレ）

17:00 18:50 20:30

秋葉原駅 10:00 11:20 12:20 益子駅 17:40 19:30 21:10



笠間中央公園に 8月 22 日（月）から AED を設置します。

いざという時のために心肺蘇生法と AED の使い方を体験してみませんか。感染予防に努め実

施しますのでお気軽にご参加ください。

日時 9 月 11 日（日）午前 9時～正午頃（小雨決行）

場所 笠間中央公園(笠間市平町 1718-1)

⑪ 救命あおぞら教室 問 消防本部 警防課 ℡ 0296-73-0833

高齢者の介護予防のため、｢シルバーリハビリ体操指導士」の養成を行います。

場所 茨城県立健康プラザ(水戸市笠原町 993-2）

対象 次のすべてを満たす方

・おおむね 50 歳以上の茨城県民で常勤の職についていない方 ・全日程を受講できる方

・体操普及のボランティア活動ができる方

受講料 無料

申込方法 住所、氏名(ふりがな）、生年月日、電話番号、受講できるコース名を記載のうえ、

各コースとも初日の 10日前までに往復はがきまたはメールでご応募ください。

⑫ シルバーリハビリ体操指導士 3級養成講習会
申・問 茨城県立健康プラザ介護予防推進部(〒310-0852 水戸市笠原町 993-2）

℡ 029-243-4217 メール kaigo1@hsc-i.jp

コース 開催日時（各コース 5日間）

228 9 月 27 日（火）、10月 4日（火）・7日（金）・11日（火）・14日（金）

午前 9時 30 分

～午後3時45分

229 10 月 3 日（月）・6日（木）・13日（木）・17日（月）・20 日（木）

231 10 月 24 日（月）・27 日（木）・31日（月）、11 月 7 日（月）・10日（木）

232 11 月 1 日（火）・4日（金）・8日（火）・11 日（金）・15日（火）
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購入費補助制度があります。 ７ぺージ
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労働力の確保や国際貢献にもつながる、アフターコロナを見据えた外国人材の就労受入れセ

ミナーを開催します。

日時 9 月 21 日（水）午後 1時 30 分～2時 30 分

場所 笠間市商工会(笠間市笠間 1464-3)

対象 市内事業者で外国人材の活用に興味をお持ちの方

参加費 無料

申込方法 電話または FAX、メールでお申し込みください。

申込期限 9 月 15 日（木）

⑬ 外国人材就労受入れセミナー
申・問 笠間市商工会 ℡ 0296-72-0844

FAX 0296-72-5495 メール kasama-s@isis.ocn.ne.jp
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障害児・者による音楽・ダンス等の発表(動画視聴)および制作した作品等の展示や販売をして

くれる方を募集します。詳しくはお問い合わせください。

場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館(水戸市千波町東久保 697)

申込期限 10 月 14 日（金）

⑮ ナイスハートふれあいフェスティバル 2022

申・問 茨城県障害者スポーツ・文化協会 (水戸市笠原 978-6) ℡ 029-301-3375

日時など 内容

動画発表会 12月 1 日（木）～26 日（月） 音楽、ダンス、演劇、施設紹介、日中活動紹介等

作品販売 12月 3 日（土） 野菜、パン、陶芸・工芸品、手芸品等

美術展 12月 1 日（木）～5日（月） 絵画、書道、写真、陶芸・工芸

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 9 月 29 日（木）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 笠間市役所 本所 第 1駐車場(友部公民館裏側)

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 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 400 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(右上の二次元コード)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 9 月 14 日（水）

持ち物 マスク、昼食、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場合があります。

⑭ ｢かさま環境を考える会｣視察研修会
申・問 環境政策課(内線 125）

さまざまな視点から石の魅力を感じてもらうため、変わった模様の岩石や紫外線で光る石など

を展示・紹介します。ぜひご来場ください。

日時 9 月 13 日（火）～12 月 25 日（日）午前 9時～午後 5時(10 月からは午後 4時まで)

※月曜日(祝日の場合は翌平日)休館

場所 石の百年館(笠間市稲田 2307)

入場料 無料

⑯ 石の百年館企画展「ちょっと変わった岩石展｣ 問 商工課(内線 511)

市役所本所 1 階ロビー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。



｢笠間焼 250 年記念 欲しいがみつかる・うつわ展Ⅱ-笠間と益子-｣の関連イベントと

して、本県出身の女優で｢いばらきの魅力発見隊｣を務める白石 美帆さんをゲストに迎え、担当学
しらいし み ほ

芸員による作品解説を行います。

日時 9 月 19 日（月･祝）午後 2 時～ 受付：午後 1 時 30 分～

場所 茨城県陶芸美術館 1階 多目的ホール(笠間市笠間 2345：笠間芸術の森公園内）

定員 90 名(先着順)

参加費 無料(要観覧料)

※満 70 歳以上の方は観覧料無料(生年月日のわかるものをご準備ください）

申込方法 右上の二次元コードまたは電話でお申し込みください。

申込期限 9 月 18 日（日）

⑰ 白石 美帆さんと｢欲しい｣をみつける!! 笠間焼
申・問 茨城県陶芸美術館 ℡ 0296-70-0011

令和4年8月 18日 第 4 ｰ 10号
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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。

電源の入れ方やカメラの使用、地図アプリや SNS の活用、アプリのインストールといった基

本的な内容から、発展的な内容まで実施します。スマートフォンを買ったばかりで操作がわか

らない方、買って 1、2年経つけど、他にどのように使えばよいのかわからない方まで、お気軽

にご参加ください。

場所 ホテル イオ アルフェラッツ(笠間市笠間 2517-1）

講師 デジタル活用支援員 ㈱フォーバル 原田 大雅さん
は ら だ た い が

㈱フードセンター 本間 雄一郎さん、鉾田 敬成さん
ほ ん ま ゆういちろう ほ こ た よしあき

対象 50 歳以上の方

定員 各回 12 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 開催日の前日まで(定員になりしだい締め切り)

⑱ ゼロから始めるスマートフォン教室
申・問 ホテル イオ アルフェラッツ ℡ 0296-72-7311

日時

8 月30日（火）・31日（水）
午前 10時～11時

午後 3時～4時
9月 6日（火）・ 7 日（水）・20 日（火）・21 日（水）

10月 4日（火）・ 5 日（水）・18 日（火）・19 日（水）

携帯電話から

｢かさめ～る｣とは、メールアドレスを登録していただくことによって、市の情報を携帯電話や

インターネット接続されたパソコンへメールを配信するサービスです。

内容 ・行政情報 ・災害情報 ・防災無線情報 ・観光情報 ・火災情報

・不審者情報 ・放射線情報

料金 登録無料（通信費は各自負担）

登録方法 市ホームページからご登録ください。(｢かさめ～る｣で検索)

問 秘書課(内線 225)

「かさめ～る」にご登録ください



【回覧】次号は 9 月1 日発行 第4-11 号

〇ポールウォーキング体験会 2本の専用ポールを使うと、姿勢よく、関節への負担を減らして

楽に歩くことができます。運動が苦手な方でもご参加ください。

〇駅前シネマ｢お終活｣ 笑って・泣けて・役に立つヒューマンコメディをお楽しみください。

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。

⑲ 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 9 月 15 日（木）午前 10時～11 時 30 分

講師 日本ポールウォーキング協会 アドバンスコーチ 新地 昌子さん
し ん ち ま さ こ

対象 医師から運動を禁じられていない方

定員 10 名(先着順）

参加費 300 円 別途ポールレンタル料：300 円

持ち物 飲み物、汗ふきタオル ※持ち物はリュックなど両手が空くものに入れてください。

日時 9 月 17 日（土）午前 10時 午後 2時 午後 6時（上映時間 113 分）

出演 水野 勝さん、橋爪 功さん、高畑 淳子さん、剛力 彩芽さん他
み ず の まさる はしづめ いさお たかはた あ つ こ ごうりき あ や め

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
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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 9 月 20 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 小さなドラマ、どっこいだんご、ネクタイ、ながいながいよる、夢十夜第一夜、深んぼのすげがさ
ふか

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

秋を楽しむ落語と昭和歌謡ショーです。

日時 9 月 24 日（土）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分

場所 かさま歴史交流館 井筒屋

出演 落語：万葉亭 小太郎さん 昭和歌謡ショー：ボニータ&つか Tさん
まんようてい こ た ろ う

定員 40 名(先着順)

入場料 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。

⑳ 万葉亭 小太郎の井筒屋の夜会 ～秋分を愛でる会～
申・問 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987) ℡ 0296-71-8118


