
※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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

の手続きはお早めに

④住民税均等割りのみ課税世帯に対する

臨時給付金のお知らせ

⑤大学生等の学生生活を応援します

⑥小・中・高校生等の通学定期券の購入費用

を補助します

⑦いばらきダイバーシティ宣言を行う

企業・団体を募集しています

⑧国民健康保険に加入している方は

医療機関で特定健診が受けられます

⑨マイナポイントの取得には 9月末までに

マイナンバーカードの申請が必要です

⑩ひとりで悩まないでご相談ください

⑪特設無料人権相談を実施します

⑫水道工事に伴う交通規制を行います

⑬介護用品購入券の支給申請を受け付けます

⑭エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

⑮井戸水使用世帯の人数を確認してください

⑯農地の貸し借りには手続きが必要です

⑰La Festa Mille Miglia 2022 開催のため

混雑が予想されます

⑱秋の全国交通安全運動を実施します

⑲不要になった農薬を収集します

⑳会計年度任用職員を募集します

㉑市有地を売却します

㉒移送サービスの活動にご協力ください

㉓第13回笠間市公民館まつりの展示作品と

発表の参加者を募集します

㉔相続登記の申請が義務化されます

■教養・文化・交流 他

㉕道の駅かさまオープン一周年感謝祭

㉖笠間焼誕生250年記念シンポジウム

㉗有料ガイディングメニュー作成講習会

㉘地域包括支援センターからのお知らせ

㉙天神の里｢里山ウォーク」

㉚介護予防教室｢元気すこやか教室」

㉛食事づくりボランティア講座

㉜母子家庭等自立促進講習会

｢調剤薬局事務講座」

㉝ゆかいふれあいセンター 泳力検定会

㉞県内一斉環境保全プロジェクト

㉟地域交流センターともべ イベント

㊱かさま歴史交流館 井筒屋イベント

㊲手ごねパン教室

■お詫びと訂正
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【回覧】お早めに回してください全18ページ(A3…4枚、A4…1枚)



全国的に新型コロナウイルス感染症の患者数が増加しています。市民の皆さんには、引き続

き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。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(8月30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

〇接種券の発行

①60歳以上の方：3回目接種完了後 5か月を目安に順次発送しています。

②18歳以上 60 歳未満の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

②③の方は、笠間市予約・相談センターへ自己申告により電話で申請していただき、その都度

接種券を発送します。

〇接種の予約

集団接種で日時を指定されている方以外は、接種券が届いたら 3回目接種完了後 5か月以上経

過した日程で、集団接種または個別接種の予約が必要です。

集団接種の予約枠が少なくなり、予約が取りにくくなっています。市内医療機関での個別接種

や県の大規模接種会場での接種もご検討ください。

ワクチンの種類 モデルナ社

※使用するワクチンは供給量により変更となる場合があります。

〇9月集団接種開設日

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）

追加接種（4回目接種）について

接種 接種場所 予約方法

集団
保健センター

(笠間市南友部 1966-1）

・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)

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 ※土日祝日も受付可

個別 各医療機関
接種券に同封されている医療機関一覧を確認のうえ、

医療機関に直接予約

接種日 場所

10 日（土） 23日（金・祝） 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

Web 予約
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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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 県の大規模接種会場での接種(3・4 回目接種)について 

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。 

 

9 月 

  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）   
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か月以上経過した方のうち次の方 
           ・ 60 歳以上の方 

           ・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 
       ・  18 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。 

ワクチンの種類 モデルナ社 
 

 接種の予約をキャンセルする方は必ず連絡してください 

新型コロナワクチンの臨時接種期間(9月 30 日)までの予約枠が埋まりつつあります。ワクチン

接種を連絡なしでキャンセルされると、その予約枠を接種を希望する方への予約に充てられなく

なってしまいます。ワクチンを有効活用し希望する方が接種を受けられるよう、やむを得ない事

情により予約をキャンセルされる場合は、早めにご連絡をお願いします。 
市集団接種の予約キャンセル 笠間市予約・相談センター ℡ 0570-052-567(有料) 

              午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 ※土日祝日も受付可 

個別医療機関での個別接種の予約キャンセル 各医療機関に連絡 

県の大規模接種会場の予約キャンセル 
連絡時期 連絡先 

接種予約日の前日まで 

笠間市予約・相談センター  

℡ 0570-052-567(有料） 

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 ※土日祝日も受付可 

接種予約日の当日 

茨城県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター 

℡ 0570-056-711(有料) 

午前 8時 45 分～午後 8時 ※土日祝日も受付可 

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 8月 29 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。 

Web 予約 
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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）  



令和 4年度住民税非課税である世帯などに対し、1世帯あたり 10万円の臨時特別給付金を支

給しています。確認書がご自宅に届いていてまだ返送をされていない方は、受付の期限があり

ますので、お早めにご対応ください。

対象世帯

1.令和 4年度住民税非課税世帯

令和 4年 6月 1日時点において、笠間市に住民票があり、世帯員全員が令和 4年度分の住民

税が非課税である世帯

※令和 3年 12月 11日以降に転入した方がいる場合は、確認書が送付されません。給付の対象

世帯であるにも関わらず、確認書が届かない場合はお問い合わせください。

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 4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

税相当額以下となる世帯

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

※本給付金をすでに給付された世帯は除く(2 回目の給付金が給付されるものではありません）。

※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。

※申請方法等は市ホームページを参照いただくか、お問い合わせください。

受付期限

1.令和 4年度住民税非課税世帯：9月 27 日（火）※当日消印有効

2.家計急変世帯：9月 30 日（金）※当日消印有効

③ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きはお早めに
問 社会福祉課(内線 263)

市の独自施策として、国の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象にならない住

民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり 5万円の現金を支給します。

対象世帯 令和 4年 6月 1日時点で笠間市に住民登録があり、令和 4年度住民税が次のいずれ

かに該当する世帯

・均等割のみ課税された人だけで構成された世帯

・均等割のみ課税された人と非課税の人だけで構成された世帯

※住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給している世帯および住民税が課税されて

いる者の住民税扶養親族のみの世帯は対象外です。

均等割のみ課税の目安

給付額 1 世帯当たり 5万円を 1回支給 ※振込先は原則として世帯主の口座です。

申請方法 ■確認書による受給

対象世帯に対し、市から確認書等をお送りします(8月31日から順次発送）。必要事項

を記入のうえ、同封の封筒で返送してください。

■申請書による受給

令和 3年 12 月 11 日以降に転入した方がいる場合は、確認書が送付されません。

給付の対象世帯であるにも関わらず、確認書が届かない場合はお問い合わせください。
その他 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している人で、令和 4年 6月 1日以

前に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きにより、給付金を受け取

れる場合あります。詳しくはお問い合わせください。

受付期間 9 月 1 日（木）～11月 30 日（水）

④ 住民税均等割りのみ課税世帯に対する臨時給付金のお知らせ
問 社会福祉課(内線 263)

扶養している配偶者・親族の人数 給与収入額 所得額

0人 1,000,000 円 450,000 円

1人 1,700,000 円 1,120,000 円

2人 2,210,000 円 1,470,000 円

3人 2,710,000 円 1,820,000 円
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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。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 大学生等の学生生活を応援します 
申・問 生涯学習課(内線 384) 

 
 マイナンバーカードを取得しているまたは取得予定の大学生等に QUO カード Pay を送ります。 

対象 ①、②いずれにもあてはまる方 

   ①本人または保護者等が市内に住所を有し、かつ学校教育法に定められた大学、短期大 

   学、大学院、専門学校、もしくは同等の学校(学業に専念するためのものに限る)に在  

  学中の、平成 16年 4 月 1日以前に生まれた方 

   ②マイナンバーカードを取得しているまたは取得予定の方 

   ※ただし、取得予定の方は申込期限までにマイナンバーカードを取得できる方に限る。 

支給額 QUO カード Pay：20,000 円分/人 

申込方法 市ホームページ(右上の二次元コード)からお申し込みください。 

     ※1人 1 回限り。学生証およびマイナンバーカードのデータを添付してください。 

申込期限 11 月 30 日（水） 

マイナンバーカードについての問い合わせ 

市民課(内線 147) 笠間支所 市民窓口課(内線 72122） 岩間支所 市民窓口課(内線 73185） 

注意事項 国が実施しているマイナポイント(最大 2万円分)を受け取るには、9月末日までに 

     マイナンバーカードの交付申請を行う必要があります。 

令和4年 9月 1 日  第 4 ｰ 11号 
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 ⑥ 小・中・高校生等の通学定期券の購入費用を補助します 
申・問 学務課(内線 373) 

 
 小学校･中学校･高等学校等に在籍している児童･生徒･学生で令和 4年度分の通学に利用する公

共交通機関(鉄道･バス)および各学校のスクールバスの定期券購入費用の一部を補助します。 

対象 小・中・高校生等で通学定期券を購入した保護者 

補助額 上限 20,000 円/人 

申請方法 いばらき電子申請･届出サービスまたは窓口で直接、郵送で申請してください。 

     詳しくは市ホームページ（右上の二次元コード)をご確認ください。 

     ※申請は 1人 1回限りとなります。 

申請受付 9 月上旬予定 

 ⑦ いばらきダイバーシティ宣言を行う企業・団体を募集しています 
問 秘書課(内線 224) 

 
多様性を認め合うダイバーシティ社会の実現に向け｢いばらきダイバーシティ宣言｣の趣旨に

賛同し、いばらきダイバーシティ宣言を行う市内企業や団体を募集しています。 

宣言を行った市内企業・団体の皆さんをダイバーシティ&インクルージョン推進講演会で紹介

します。一緒にダイバーシティ笠間の実現を目指しましょう。 

いばらきダイバーシティ宣言の詳細は、茨城県ダイバーシティ推進センター 

｢ぽらりす｣ホームページ(右の二次元コード)をご確認ください。 

茨城県ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」 ℡ 029-233-3982 
 

〇ダイバーシティ&インクルージョン推進講演会 

 講演会の詳細は市ホームページ(右の二次元コード)をご確認ください。 

日時 10 月 16 日（日）午後 1時 30 分～ 

場所 笠間公民館(笠間市石井 2068-1) 

※9月末までに宣言を行った企業・団体等を紹介します。 

ぽらりすホームページ 

市ホームページ 

小中学生の登下校の見守りをお願いします。  



予約および検査項目等の詳細は、下記医療機関に直接お問い合わせください。

対象 市の国民健康保険に加入している 40～74 歳までの方

個人負担金 1,000 円

※75 歳以上の方は受診できません。

※貧血検査・心電図・眼底検査は、医師が必要と認めた場合に検査します。

※がん検診(肺がん検診等)を希望される方は、市の集団健診で受けることが可能です。保健セン

ターへ問い合わせのうえ、予約をしてください。

※市の集団健診や人間ドックを受ける方は受診できません。

※市外の特定健診医療機関は茨城県医師会ホームページ(https://www.ibaraki.med.or.jp)から
確認できます。

⑧ 国民健康保険に加入している方は医療機関で特定健診が受けられます
問 保険年金課(内線 139)

医療機関名 所在地 電話番号

あさひクリニック 笠間市旭町 108-6 0296-78-5011

あやか内科クリニック 笠間市八雲 2-5-25 0296-71-3022

石本病院 笠間市石井 2047 0296-72-4051

梅里クリニック 笠間市下郷 4468 0299-45-2002

笠間市立病院 笠間市南友部 1966-1 0296-77-0034

笠間中央クリニック 笠間市福原 3633-3 0296-71-6001

神里医院 笠間市笠間 1256 0296-72-0177

河村医院 笠間市笠間 223-2 0296-72-2121

佐藤医院 笠間市笠間 981-8 0296-72-0032

たかだ脳神経外科・内科クリニック 笠間市赤坂 9-17 0296-71-8808

立川記念病院 笠間市八雲 2-12-14 0296-77-7211

友部セントラルクリニック 笠間市鯉淵 6679-11 0296-73-4110

ねもとクリニック 笠間市大田町 215-13 0296-77-7011

常陸クリニック 笠間市旭町 472-1 0296-78-5911

ふじえだクリニック 笠間市東平 3-1-40 0296-71-5500

メディカルケアクリニックかさま 笠間市笠間 1723-2 0296-71-8585

わたなべ整形外科 笠間市鯉淵 6266-140 0296-70-5577
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最大 2万円分のお得なマイナポイントをもらうためには、9月末までにマイナンバーカードの

申請を行う必要があります。

ポイントの申込期限は令和 5年 2月末までですが、マイナンバーカードの申請を 9月末までに

済ませておくことが条件のため、カードの申請はお早めに手続きをお願いします。

⑨ マイナポイントの取得には 9月末までにマイナンバーカードの

申請が必要です
問 デジタル戦略課(内線 217)

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。



9月10 日～16日は｢自殺予防週間｣です。もしあなたが悩みを抱えていたら、あなたの周りに

悩みのある人がいたら、ぜひ相談してください。詳しくは、各窓口にお問い合わせください。

⑩ ひとりで悩まないでご相談ください 問 社会福祉課(内線 153)

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 水戸：℡ 029-350-1000 つくば：℡ 029-855-1000 24 時間受付

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

いばらきこころのホットライン 平日：℡ 029-244-0556 土日：℡ 0120-236-556

午前 9時～正午/午後 1時～4時

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 ※事前申し込み必要

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

〇日常の悩みごとや心配ごと

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

月～土曜日 午前 9時～正午/午後 1時～4時 ※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)
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｢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。

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 10 月 4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）

⑪ 特設無料人権相談を実施します 問 社会福祉課(内線 157)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑫ 水道工事に伴う交通規制を行います         問 水道課(内線 71210) 
 
 水道工事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

ください。付近にお住まいの方、また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 9 月上旬～12月上旬(予定) 

規制内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時) 

 

規制区間 笠間市大田町地内   

施工業者 (有)佐藤設備工業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

規制区間 笠間市稲田地内 

施工業者 (有)アオヤギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規制区間 笠間市押辺地内 

施工業者 (株)根本金物店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事箇所および規制区間は、順次移動します。 
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「犬のフン｣は飼い主が持ち帰りましょう。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑬ 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)  

 介護用品購入券の下期(10～3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、9月下旬を予定しています。 

対象 次のすべてに該当する方 

   ・市民税非課税の方または生活保護を受給している方 

   ・介護保険料を完納している方(対象者が属する世帯全員） 

   ・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 9 月 20 日（火）※期限を過ぎても随時受け付けます。 

 ⑮ 井戸水使用世帯の人数を確認してください 
申 上下水道お客さまセンター(笠間市矢野下 750) 環境政策課 各支所地域課 
問 上下水道お客さまセンター ℡ 0296-87-2231 

 
 市では、井戸水を公共下水道または農業集落排水へ接続している世帯の下水道使用 

料を、世帯人数により算定しています。世帯の人数が変更になった場合は申請をお願いします。 

申請方法 窓口で直接(申請書は市ホームページからダウンロードできます。)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)から申請してください。 
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 ⑯ 農地の貸し借りには手続きが必要です   
問 農業委員会事務局(内線 73141) 

 
 農地の貸し借りには、農地法等の手続きが必要です。正規の手続きを取らずに農地の貸し借り

を行うことを｢ヤミ耕作｣といいます。次のような農地はありませんか。 

・昔から手続きをせずに、親戚・知人などに農地を貸して(借りて)いる。 

・手続きが面倒だから、相対で貸して(借りて)いる。 

・転作・税金等の関係があるので手続きをしていない。 

 貸し借りにともなうトラブルを未然に防ぐためにも必ず手続きをしてください。 

 

 ⑭ エコフロンティアかさま監視委員会を開催します 
申・問 資源循環課(内線 129） 

 
 委員会は傍聴することができます。希望者は電話でお申し込みください。 

日時  9 月 29 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 (3)今後の監視活動計画(案） 

申込期限 9 月 29 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。 

 

デマンドタクシーかさま 予約センター    ℡ 0296-70-9000  
ご乗車までに必要な乗車券をご用意ください。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑲ 不要になった農薬を収集します 
問 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター ℡ 0296-74-4717 

 
 不要農薬(使用期間切れ・使用残など)の収集を実施します。希望する方は、事前に事務手続き

を行う必要がありますので、申込期間内に印鑑を持参のうえ手続きを行ってください。 

収集日時 収集場所 
10 月 17 日（月） 

午前 9時～午後 3時 JA 常陸岩間資材センター(笠間市押辺 2717-10) 
10 月 18 日（火） JA 常陸笠間営農経済センター(笠間市飯合 146) 
 

収集できるもの 一般農薬(水和剤･乳剤･粉剤･粒剤等）、特殊農薬 A分類(クロールピクリン含有

        物および使用後の空缶も含む）、特殊農薬 B分類(水銀剤類、水銀含有物、水銀

        の付着物）、一般農薬等の空容器 

        ※金属缶･スプレー缶に入っているものは処理収集できません。 

収集できないもの 臭化メチル燻蒸材(空容器等も含む) 

処理費用 一般農薬：400 円/1kg 特殊農薬 A分類：2,000 円/1kg  

     特殊農薬 B分類：6,000 円/1kg 農薬空容器類：600 円/1kg 

支払方法 JA 口座引き落としまたは現金でお支払いください。 

申込方法 常陸農業協同組合友部支店･笠間支店･岩間支店･七会支店･笠間営農経済センター･ 

     岩間資材センターの窓口で直接お申し込みください。 

申込期限 10 月 5日（水）午後 3時まで 

持ち物 印鑑 ※処理費用を口座引き落としする方は JA 通帳印 

 ⑰ La Festa Mille Miglia 2022 開催のため混雑が予想されます 
問 観光課(内線 517) 

 

「La
ラ

 Festa
フェスタ

 Mille
ミ ッ レ

 Miglia
ミ リ ア

 2022｣はオリジナルクラシックスポーツカーが、各チェックポイン

トを通過しながら１都 8県を走行するイベントです。笠間稲荷神社鳥居前にチェックポイントが

設置されます。通過予定時刻には、笠間稲荷門前通り付近の車両混雑が予想されますので、ご理

解ご協力をお願いします。 

なお、クラシックカーを見かけた際には、沿道から手を振るなど応援をお願いします。 

日時 9 月 18 日（日）午前 11時 20 分～午後 0時 30 分頃 

場所 笠間稲荷神社鳥居前 

便利な身分証明書 マイナンバーカード 
取得はお早めに！         10 ぺージ 
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 ⑱ 秋の全国交通安全運動を実施します      問 市民活動課(内線 134) 
 
 秋は日が短くなり、夕暮れ時や夜間に交通事故が発生しやすくなる季節です。私たちひとり一

人が交通ルールを守り、マナー意識の向上に努めましょう。 

運動期間 9 月 21 日（水）～30日（金） 

スローガン 反射材 着けるぞ光るぞ 事故減るぞ 

運動の重点 ・子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

      ・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上 

      ・自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 



市有地を一般競争入札により売却します。入札への参加は、事前の申し込みが必要ですので、

窓口で直接お申込みください。

申込期限 10 月 24 日（月）※申込期限まで土地調書の閲覧もできます。

入札日 10 月 27 日（木）

場所 市役所本所 教育棟 2-2 会議室(笠間市中央 3-2-1）

※物件は現状のまま落札者に売却します。

㉑ 市有地を売却します 申・問 資産経営課(内線 571)

物件

番号
所在地 地目 面積

最低入札価格(1㎡あたり単価)

および入札保証金

1 笠間市来栖字北ノ内 1241 宅地
866.66 ㎡

262.16 坪

4,550,000 円(5,250 円/㎡）

入札保証金 455,000 円

2 笠間市笠間字堂ノ越 2192-2 宅地
574.16 ㎡

173.68 坪

7,640,000 円(13,300 円/㎡）

入札保証金 764,000 円

3 笠間市笠間字鳴 230-1 宅地
1967.05 ㎡

595 坪

20,700,000 円(10,500 円/㎡）

入札保証金 2,070,000 円

【看護師】

【看護助手】

勤務場所 笠間市立病院(笠間市南友部 1966-1）

雇用期間 10 月 1 日～令和 5年 3月 31 日 ※期間延長あり

勤務時間 週 5日(ローテーションによる交代勤務）

うち週 4日：午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(7 時間 45分勤務）

うち週 1日：午前 8時 30 分～午後 4時(6 時間 30 分勤務)

福利厚生 社会保険、雇用保険、公務災害制度への加入、年次有給休暇の付与あり

申込方法 市販の履歴書(写真貼付)に必要事項を記入のうえ、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。

申込期限 9 月 20 日（火）

⑳ 会計年度任用職員を募集します
申・問 笠間市立病院 経営管理課 ℡ 0296-77-0034

勤務内容 入院病棟における看護業務

募集人数 1 名

賃金 1,604 円/時間 ※別途通勤手当支給あり

資格等 看護師免許

勤務内容 入院病棟の看護助手業務

募集人数 1 名

賃金
923 円～943 円/時間(ホームヘルパー2級の資格等の場合 943 円/時間）

※別途通勤手当支給あり

資格等 特になし

令和4年 9月 1日 第 4 ｰ 11号
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｢ごみ処理ハンドブック｣は、
笠間市のホームページからご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/(｢ごみ処理｣で検索)



3 館で合同開催します。次のとおりお申し込みください。

※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。

㉓ 第13 回 笠間市公民館まつりの展示作品と発表の参加者を募集します
申・問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100・FAX 0296-72-2103

友部公民館 ℡ 0296-77-7533・FAX 0296-78-3278

岩間公民館 ℡ 0299-45-2080・FAX 0299-45-7612

作品部門 発表部門

日時

11 月 3日（木・祝）～5日（土）

午前 9時～午後 5時

(最終日は午後 4時まで)

11 月 13 日（日）午後 1時～

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6) 笠間公民館大ホール(笠間市石井 2068-1)

内容

絵画、文学、書、写真、手芸品、

工芸・彫刻、生け花など

一部門につき一人一点、二部門まで

歌謡、民謡、舞踊、ダンス、演奏など

一団体 5分以内

※カラオケ、社交ダンスは募集しません。

対象
市内在住、在勤、在学の方、

定期利用団体・市内の各種団体

市内の自主活動団体

※応募者多数の場合は抽選

申込方法
窓口へ直接または FAX でお申し込みください。

※発表部門は窓口での受け付けのみ。月曜日休館です。

申込期限 10 月 21 日（金） 10 月 14 日（金）

交通機関を利用することが困難な方を対象に実施している移送サービスは、皆さんの参加と

協力によって助け合い、支え合いながら活動する有償サービスです。活動を充実させるため、

ご協力をお願いします。

活動内容 バス、タクシー、デマンドタクシーなどの利用が困難な方を病院等へ送迎します。

サービス対象者 要支援・要介護認定者および総合事業対象者、障害者手帳をお持ちの方

協力料金 700 円/時間

活動日時 月～金曜日(祝日、12月 28 日～1月 5日、8月 13 日～16日を除く）

午前 9時～午後 5時(目安として、月 5時間程度）

その他 運転講習会を受講してからの活動開始となります。詳しくはお問い合わせください。

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 10 月 7 日（金）

㉒ 移送サービスの活動にご協力ください
申・問 笠間市社会福祉協議会 在宅福祉サービスセンター ℡ 0296-78-3939

令和6年 4月 1日から相続(遺言による場合を含みます)によって不動産を取得した相続人は、

その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、令和6年 4月 1日時点で相続登記をしていない不動産を所有する方は3年間の猶予期間

が設けられています。詳しくは水戸地方法務局ホームページをご覧ください。

㉔ 相続登記の申請が義務化されます
問 水戸地方法務局不動産登記部門 ℡ 029-221-5130
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生ごみ処理容器(電動式処理機・コンポスト)の

購入費補助制度があります。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉗ 有料ガイディングメニュー作成講習会 
申・問 ㈱JTB 宇都宮支店 ℡ 028-614-2171 FAX 028-614-2005 メール h_ito003@jtb.com  

 かさましこ日本遺産活性化協議会では有料ガイドの設置を検討しています。来訪者のおもてな

しに興味のある方は、ぜひご参加ください。 

開講日 場所 テーマ 
10 月  1 日（土） 笠間公民館 

(笠間市石井 2068-1） 
事業目的の理解とガイディングメニュー作成 

10 月 16 日（日） ガイディングメニューの補強 
10 月 30 日（日） 益子町中央公民館 

(芳賀郡益子町益子3667-3) 
お客様の絞り込み 

11 月 13 日（日） コンセプト・ストーリー作成 
11 月 20 日（日） 笠間公民館 プレゼンテーション 
開講時間 午後 2時～4時 30 分 

講師 ㈱CSL コンテンツストラテジー研究所 エグゼクティブフェロー 大伴
おおとも

 哲夫
て つ お

さん 

   (一社)旅 LABO 本郷 代表理事 柳澤
やなぎさわ

 美樹子
み き こ

さん 

   ㈱ランズ 代表取締役 市岡
いちおか

 正朗
ま さ お

さん  

定員 40 名(先着順) 

参加費 無料 

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。 

申込期限 9 月 26 日（月） 

 

 

市内の周遊はかさま CYCLING(シェアサイクル) 
をご利用ください。  

 ㉕ 道の駅かさまオープン一周年感謝祭   
問 (株)道の駅笠間(笠間市手越 22-1) ℡ 0296-71-5355  

 道の駅かさまはオープン一周年を記念して感謝祭を開催します。 

期日 9 月 16 日（金）～19 日（月・祝） 

16～19 日 記念セール、大抽選会、記念きっぷプレゼント(配布条件あり） 
18 日 笠間市発！第 1 回 栗イガ投げ世界大会 

17～19 日 演奏、ダンスなどのパフォーマンスステージ 
 

※道の駅かさまは毎月第 4木曜日を定休日としていますが、9月の定休日は 9月 29 日(木)とな 

ります。お間違いのないようご注意ください。 

 

 ㉖ 笠間焼誕生 250 年記念シンポジウム       問 商工課(内線 511) 
 
 関東最古の産地として繁栄した笠間焼は今年で誕生 250 年を迎えます。この節目にこれまでの

歴史に感謝し、さらなる産地の発展につなげるため記念シンポジウムを開催します。 

日時 9 月 23 日（金・祝）午前 10時～ 

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1） 

内容 パネルディスカッション：陶炎祭はこうして始まった～40年を振り返る～ 

   事例発表：｢笠間長石｣について～稲田石の笠間焼原料への利用～ 

   講演：販路開拓から見た笠間焼の未来 

参加費 無料 
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 ㉘ 地域包括支援センターからのお知らせ 
申・問 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1） ℡ 0296-78-5871  

    FAX 0296-77-1107 メール hokatu＠city.kasama.lg.jp 
 
〇スクエアステップ体験教室 高齢者の転倒・介護予防、認知機能の向上、体力づくりをはじめ

としたエクササイズです。これからの健康づくりのためにぜひご参加ください。 

日時 10 月 12 日･19 日･26 日、11 月 2 日の水曜日(全 4回)  
午前 10 時～正午 受付：午前 9時 45 分～ 

場所 笠間市民体育館 会議室(笠間市石井 2068-1） 
講師 筑波大学 大藏研究室 
対象 市内在住の 65歳以上で医師から運動を許可されている方 
定員 20 名(最小開催人数 10名） 

申込期限 9 月 30 日（金） 
 

〇認知症サポーター養成講座 認知症サポーターは認知症を正しく理解し、認知症の人や家族に

対して温かい目で見守る応援者です。この機会に認知症について理解を深めませんか。 

日時 10 月 24 日（月）午後 1時 30 分～3時 受付：午後 1時 15 分～ 
場所 地域医療センターかさま 行政棟(笠間市南友部 1966-1） 
講師 茨城県認知症介護アドバイザー（キャラバンメイト） 
対象 市内在住の方 
定員 20 名(先着順）※定員に達ししだい締め切ります 

 
〇わくわく脳元気教室 物忘れが気になる方や認知症について知りたい方に向けての健康教室です。 

脳を活性化させながら、普段の生活を輝かせるヒントを見つけましょう。1回のみの申し込みも可能です。 

日時(第 4水曜日) 内容 講話 
10 月 26 日 

午後 2時～3時 

脳と身体を同時に鍛えよう 認知症予防について 
11 月 23 日 脳と身体を同時に鍛えよう  
12 月 28 日 作業活動に挑戦しよう 適切な食生活について 
1 月 25 日 健康体操に挑戦しよう 口腔ケアについて 
2 月 22 日 健康体操に挑戦しよう 適切な生活習慣について 
3 月 22 日 脳と身体を同時に鍛えよう いままでのおさらい 

場所 フロイデ総合在宅サポートセンター友部(笠間市鯉淵 6526-19) 

対象 市内在住の65歳以上で、物忘れや認知症が気になる方(介護サービスを利用している方は除く） 

定員 各回 15名(応募多数の場合は抽選） 

申込期限 10 月 12 日（水） 
 

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。 
 

〇市では、高齢者の日常生活を支える情報を集めた｢高齢者生活サポートブック｣の発行を予定していま

 す。高齢者にやさしい取り組み、サービス等を行っているお店や事業所の情報提供をお願いします。 

内容 
見守り・安否確認、お弁当・食材の宅配、外出支援(移動支援）、家事支援(買い物、 
調理、掃除、洗濯、消耗品の交換）、理美容サービス、その他除草、ゴミ出し、 
家の片付け等） 

申込方法 
窓口で直接または FAX、メールでお申し込みください。 
申込用紙は窓口で配布、または右の二次元コードからダウンロード 
できます。 

申込期限 10 月 11 日（火） 
 

 

国民健康保険税の納付は、口座振替にすると便利です。  14 ぺージ 
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 ㉚ 介護予防教室「元気すこやか教室」 
申 (株)スマイルハート ℡ 0299-28-8000  
問 高齢福祉課(内線 174) 

 
 生活機能の改善を目的とした短期集中型の介護予防教室を開催します。 

日時 11月11日～令和5年2月3日の毎週金曜日 午後1時30分～3時30分 ※12月30日は除く 

場所 笠間市総合公園 会議室(笠間市箱田 867-1) 

内容 保健、医療の専門職による運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上、認知症予防のプログ

   ラム(全 12 回)に取り組みます。終了後もご自宅で続けられるよう支援します。 

   (1)健康チェック(血圧測定など) (2)専門職によるトレーニング指導 

   (3)転倒予防体操等 (4)自宅での生活指導 など 

対象 市内在住の 65 歳以上で、次のいずれかに該当する方。ただし、通所介護予防サービスを

利   用している方は参加できません。 
(1)要支援1、2の認定を受けている方 (2)基本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方 

   ※基本チェックリストは高齢福祉課、各支所福祉課で実施しています。 

定員 20 名程度(先着順） 

参加費 1,500 円(全 12 回分） 

申込方法 (株)スマイルハートへ直接電話でお申し込みください。 

申込期限 10 月 21 日（金） 

※申し込み後、ケアプランを作成するため地域包括支援センター職員がご自宅を訪問します。 

令和4年 9月 1 日  第 4 ｰ 11号 
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 ㉙ 天神の里「里山ウォーク」 
申 環境政策課(内線 125） 

問 NPO 法人ビオトープ天神の里を作る会 橋本 ℡ 090-2214-5589  
 すがすがしい秋の空気を胸いっぱいに吸いながら、自然豊かな里山歩きを楽しみませんか。親

子での参加もお待ちしています。 

日時 10 月 1 日（土）午前 9時～正午(予定) ※荒天中止 

集合場所 ビオトープ天神の里駐車場(北山公園付近） 

コース 天神の里駐車場→長畑池→北山公園(新池)→白鳥湖(弁天池)→飛龍神社→天神の里(天

    神池)→天神の里駐車場 ※全行程約 8キロメートル、2時間 30 分程度 

対象 小学生以上 

定員 30 名(応募多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

持ち物 マスク、飲み物、おやつ、雨具など※ハイキングができる服装でご参加ください。 

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。 

申込期限 9 月 20 日（火） 

※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。 

※ビオトープ天神の里を作る会では自然保護活動などを行っています。活動にご興味のある方 

はお問い合わせください。 

※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。 

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。  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ㉛ 食事づくりボランティア講座 
申・問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡ 0296-78-2626  
秋の旬な食材を使って調理に関する知識から栄養バランスの良い献立の作り方など、調理の基

礎を学びます。一緒に楽しみながらボランティア活動をしましょう。ぜひご参加ください。 

日時 10 月 6 日（木）・13日（木）・20日（木）午前 9時～午後 1時 

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11） 

講師 社協栄養士 田中
た な か

 朋子
と も こ

さん 

対象 ボランティア活動に興味のある方 

定員 8 名(先着順) 

参加費 1,500 円(材料代 3回分） 

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変更・中止となる場合があります。 
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 ㉝ ゆかいふれあいセンター 泳力検定会 
申・問 ゆかいふれあいセンター ℡ 0296-78-3796  

 
 (公財)日本水泳連盟が認定する公認の泳力テスト(1～7級)です。合格すると履歴書や内申書に

資格として書くことができます 

日時  10 月 29 日（土）午前 10 時 30 分～午後 0時 30 分 

場所 ゆかいふれあいセンター プール(笠間市長兎路仁古田入会地 1-171） 

対象 小学生～中学生で 25m 泳げる方 

定員  30 名(先着順) 

参加費 1 種目検定：510 円 2 種目検定：820 円(2 種目まで受験可能) 

申込方法 窓口で直接お申し込みください。電話受け付け不可。 

申込期間   9 月 24 日（土）午前 10時 ～10 月 15 日（土） 

※新型コロナウイルス感染症の状況により変更・中止となる場合があります。 
 

 ㉜ 母子家庭等自立促進講習会「調剤薬局事務講座」 
申・問 (福)茨城県母子寡婦福祉連合会 母子・父子福祉センター ℡ 029-221-8497 

    (〒310-0065 水戸市八幡町 11-52 ラーク・ハイツ内) FAX 029-221-8618 
 
 母子家庭等自立促進講習会として、調剤薬局事務講座を開催します。 

日時 11 月 20 日～令和 5年 1月 22 日の日曜日(全 8日間) 午前 10 時～午後 4時 

※令和 5年 1月 28 日（土）に調剤事務管理士技能認定試験があります。 

場所 茨城県母子寡婦福祉連合会 ラーク・ハイツ 会議室 

対象 母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦の方で全日程出席でき、今後就労を希望する方 

定員 20 名(応募者多数の場合は抽選) 

受講料 テキスト代：3,000 円 ボランティア保険加入代：224 円 試験代：6,500 円 

申込方法 FAX、または郵送でお申し込みください。申込書は茨城県母子寡婦福祉連合会のホー

     ムページからダウンロード、または子ども福祉課に用意しています。 

申込期限 10 月 14 日（金）※必着 

・2歳以上のお子さんの託児サービスが利用できます(事前登録が必要です)。 

・母子家庭等となって 7年未満の方で、前年の所得が一定以下の方には交通費の一部が支給さ 

　れます。 

笠間市公式 LINE 
生活に役立つ情報をお届けします。  



○二刀流のつわもの達－ともあの秋

JAZZ 三昧のひとときをトモアですごしてみませんか。

〇運遊区 ～トレインビューの部屋でプラレール～

同時開催：日常写真を用いたファミリー向けのアルバム作成のワークショップ

〇岩間山の天狗伝説 3

2021年から続いている天狗伝説の第3弾です。医療に携わった寅吉のその後をお楽しみください。

㉟ 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 23 日（金・祝）1部：午後 1時 30 分 2部：午後 3時

※1部、2部の入替はありません。

講師 ピアノ、ボーカル：星野 由美子さん、テナーサックス、フルート：大川 修広さん
ほ し の ゆ み こ おおかわ しゅうこう

定員 100 名(先着順）

入場料 2,000 円 中学生以下：無料

日時 9 月 24 日（土）午前 10時～正午、午後 1時 30 分～3時 30 分

講師 石﨑顕良さん 間中 理美さん
いしざき あ き ら ま な か さ と み

対象 小学 4年生以下のお子さんと保護者 ※お子さん 2名、保護者 1名まで

定員 各回 6組(先着順)

参加費 300 円/組(アルバム作成のワークショップ参加：別途 500 円）

持ち物 アルバム作成時、日常写真 5～6枚。記念で持ち帰ってきた切符(あれば)など

日時 9 月 25 日（日）開場：午後 5時 30 分 開演：午後 6時

出演
語り:吉成 智枝子さん 歴史講話:光野 志のぶさん 薬効植物解説:廣瀬 のぞみさん

よしなり ち え こ こ う の し ひ ろ せ

文献調査・制作：高橋 協子さん アニメーション・音楽：大柴 拓さん
たかはし きょうこ おおしば たく

定員 135 名(予約優先)

入場料 一般：2,000 円 中学生以下：無料

令和4年 9月 1日 第 4 ｰ 11号
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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。

ロータリークラブは、地域の海岸や河川、道路などの環境保全活動を地域の皆さんと行い、マ

イクロプラスチックの海洋問題や河川の保全、身近な地域の景観保全に寄与するプロジェクトを

行います。

日時 9 月 18 日（日） 集合：午前 9時 45 分 作業：10時～正午

集合場所 宍戸橋約 100m 下流の敷地 ※詳細は申し込みされた方に連絡します。

活動場所 涸沼川河川敷(笠間市橋爪付近)

内容 涸沼川および道路のゴミ拾いをします。作業しやすい服装(長袖）、長靴で参加ください。

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期限 9 月 14 日（水）

※小雨決行、大雨時は中止(中止の場合は電話、メール等で午前 9時までに連絡します。）

㉞ 県内一斉環境保全プロジェクト
申・問 友部ロータリークラブ 石井 ℡ 090-3244-8379・内桶 ℡ 090-1811-0098



【回覧】次号は 9 月15 日発行 第4-12 号

令和 4年 8月 18 日発行のかさま市議会だより No.66 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】稲田・福田地区の市道 0111 号線の維持補修は。

【正】稲田・福原地区の市道 0111 号線の維持補修は。

問 議会事務局(内線 303)

P15 一般質問：田村 泰之議員 市道の整備と維持補修及び水路整備計画は。

お詫びと訂正

日時 10 月 29 日（土）、11 月 27 日（日）、12月 25 日（日）、令和 5年 1月 22 日（日）、

2月 26 日（日）、3月 26 日（日） 午後 1時～3時 30 分

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣ 調理室(笠間市下郷 4438-7）

講師 手ごねパン香房 三橋 美香さん
みつはし み か

定員 6 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 12,000 円(6 回分の材料費・お持ち帰りいただく道具代込み、初回に徴収します）

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

申込期限 9 月 21 日（水）

持ち物 エプロン、タオル、三角巾、ふきん 2枚

㊲ 手ごねパン教室
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

〇タンゴデュオコンサート ギターとピアノによるアルゼンチンタンゴの音楽コンサートです。

〇万葉亭小太郎の井筒屋 朝の会 日曜の朝、井筒屋で落語ライブを楽しんでください。

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。

㊱ 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 10 月 1日（土）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 ギター：大柴 拓さん ピアノ：小林 萌里さん
おおしば たく こばやし も え り

定員 40 名(先着順)

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円

日時 10 月 9日（日）開場：午前 10時 開演：午前 10時 30 分

出演 落語：万葉亭 小太郎さん
まんようてい こ た ろ う

定員 40 名(先着順)

入場料 500 円
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