
※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自宅療養者

に対する食料支援を終了します

④高齢者支援商品購入券を交付します

⑤農業資材等価格高騰対策事業補助制度を

ご利用ください

⑥不要になった小型家電製品を回収しています

⑦水田の畑地化を支援します

⑧小菊新規生産希望者向け説明会を開催します

⑨栗の栽培を始めませんか

⑩行政書士無料相談会を開催します

⑪行政に対するお悩みや要望をお聞きします

⑫悪質商法にご注意ください

⑬下水道工事に伴う交通規制を行います

⑭吾国愛宕ハイキングコースで山岳救助訓練

を実施します

⑮ふるさとまつり in かさまを開催します

⑯福祉バザー用品の寄付をお願いします

⑰ルールを守ったごみの持ち込みにご協力ください

⑱秋の農作業安全確認運動を実施しています

⑲｢マリッジサポーター｣を募集します

⑳都市計画基礎調査に伴う現地調査を行います

㉑｢いばらき就職チャレンジナビ｣で求人しませんか

㉒相続土地国庫帰属制度が始まります

■教養・文化・交流 他

㉓チャレンジいばらき就職面接会

㉔みなみ学園義務教育学校見学会

㉕スマートフォン講座

㉖ゼロから始めるスマートフォン講座 0

㉗スマホの使い方教室

㉘保健センターからのお知らせ

㉙笠間市児童館からのご案内

㉚フリーマーケット出店者募集

㉛令和 4年度笠間市人権教育講演会

命の授業～ドリー夢メーカーと今を生きる～
む

㉜かさましこ日本遺産推進講演会 in 笠間

㉝企画展｢開館50年記念

夭折の画家たち-青春群像-」

㉞特別展「没後200年 牧野 貞喜展」

㉟日本遺産に関する商品開発実践講座

㊱空き家所有者向けセミナー＆個別相談会

㊲地域交流センターともべ イベント

㊳あたごふれあい寄席

㊴笠間の家 ayakin 展 in kasama

㊵秋の朝ヨガ

㊶笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー

㊷かさま音楽フェスタ～奏～

㊸第12回大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト

㊹読み語りの会

㊺第21回笠間市民ソフトテニス教室

㊻カウンセリング講座

㊼｢待宵の夕べ｣あなたと月と音楽と
まつよい

㊽まちの駅笠間宿 イベント
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全国的に新型コロナウイルス感染症患者数が増加し高い数値で推移しています。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。

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、医療機関から保健所(笠間市の場合は県中央保

健所)に発生届が提出され、保健所による健康観察が始まります。県では、発熱外来や保健所業

務のひっ迫を緩和するため、9月 2日から当面の間、発生届の提出を重症化リスクのある方に限

定することになりました。

このことにより、発生届の対象となる方については、従来どおり保健所からの健康管理が行わ

れますが、発生届の対象外となる低リスクの方については、保健所からの連絡は入らなくなり、

ご自身で健康観察を行うことになりました。

県では安心して自宅での療養が行えるよう、新たに｢陽性者相談センター｣を設置しました。

療養中に体調がすぐれない場合や心配な症状がある場合は、以下にご相談ください。

※詳しくは茨城県ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症患者の療養期間が、9月 7日から次のように変更されました。

症状のある方

症状のない方

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(9 月12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

新型コロナウイルス感染症の発生届の見直しについて

発生届の対象者

次のいずれかに該当する方

・65 歳以上の方 ・入院を要する方 ・妊婦の方

・重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方

・重症化リスクがあり、かつ新型コロナにより新たに酸素投与が必要な方

日中

・診断を受けた医療機関

・県「陽性者相談センター」 ℡ 029-301-4269【午前 8時 30 分～午後 5時 15 分】

・県中央保健所 ℡ 029-241-0100【午前 8時 30 分～午後 5時 15 分】

夜間
夜間緊急電話 ℡ 029-301-5380【午後 5時 15 分～午前 8時 30 分】

※緊急相談のため、体調悪化時以外には対応できません。

新型コロナウイルス感染症患者の療養期間の見直しについて

区分 療養形態 療養期間

変更前

入院

自宅療養

宿泊療養

発症日から 10日間を経過し、かつ、症状軽快後 72時間経過した場合は

11日目に療養を解除

変更後

入院 変更なし

自宅療養

宿泊療養

発症日から 7日間を経過し、かつ症状軽快後 24 時間経過した場合には

8日目に療養を解除

※10 日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底

区分 療養期間

変更前
検体採取日から 7日間を経過した場合には、8日目に療養を解除

※10日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底

変更後

検体採取日から 7日間を経過した場合には、8日目に療養を解除

加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には 6日目に解除

※7日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底
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国から初回接種(1、2回接種)が完了した 12 歳以上の方を対象に、オミクロン株に対応したワ

クチンを使用して追加接種を行う方針が示されました。

市においても国の方針に沿って準備を進め、順次追加接種を実施していきます。

接種開始時期、接種体制、接種券の発行、予約方法等については、決まりしだい市ホームペー

ジ、広報かさま等でお知らせします。

4回目接種の集団接種をオミクロン株に対応したワクチンで行います。

対象者 3回目接種完了後 5か月以上経過した12歳以上でお手元に4回目接種券が届いている方

接種券の発行 4 回目接種の対象者を12歳以上59歳以下の方に拡大して9月下旬に発送します。

日時 10 月 1 日（土）・2日（日）

※上記以外の集団接種の日程は決まりしだい市ホームページ、広報かさま等でお知らせします。

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

ワクチンの種類 ファイザー社(従来株に由来する成分とオミクロン株の一つ BA.1に対応した
成分を組み合わせた 2価ワクチン）

※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。

予約方法 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

予約開始：9 月 23 日（金・祝）正午～（予定）

※市内医療機関でのオミクロン株に対応したワクチンの個別接種については、関係機関と調整中

ですので、決まりしだい市ホームページ、広報かさま等でお知らせします。

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）

オミクロン株に対応したワクチンの追加接種について

追加接種(4 回目接種)の集団接種について

症状がある場合は 10 日間、症状がない場合は 7日間が経過するまでは、他人に感染させるリス

クがあります。検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリ

スク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける、マスクの着用な

ど自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症にり患して療養している方については、外出の自粛をお願いしてき

ましたが、9月 7日から有症状の方で症状軽快後 24時間経過した場合や無症状の方は、食料品等

の買い出しなど必要最小限の外出が認められるようになりました。

外出自粛の緩和は、

・外出時や人と接する際は短時間とし、移動する際は公共交通機関を使わないこと

・外出時や人と接する際は必ずマスクを着用すること

などの自主的な感染予防行動をとることが前提とされていますので、外出する際は感染予防行動

の徹底をお願いします。

療養期間中の外出自粛の緩和について
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国から 5～11 歳までの小児への新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の方針が示され

たため、市でも国の方針に沿って接種を進めていきます。

接種を受けることは義務ではありませんのでお子さんと保護者でよく相談し、効果・副反応

等について理解したうえで接種を検討してください。

対象者 2回目接種完了後5か月以上経過した、5歳以上11歳以下の小児(保護者の同意が必要です）

※小児用ワクチンを 2回接種して、現在 12 歳以上となっている方の追加接種は、一般の 12歳

以上対象のワクチン接種となりますので、小児の追加接種には該当しません。

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1)

ワクチンの種類 ファイザー社(小児用)

予約方法 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)

接種にあたっての注意点

・インフルエンザワクチン以外のワクチンについては、同時接種または前後 2週間は、原則と

してほかのワクチンを受けることはできません。

・お子さんに基礎疾患があるとき等、ワクチンについて疑問や不安があるときは、かかりつけ

医等によくご相談ください。

※新型コロナワクチン接種に関する内容は 9月 12 日現在の情報です。個別医療機関などの最新

情報は、市ホームページをご確認ください。

小児(5 歳から11歳)の新型コロナワクチンの追加接種について

日程 予約開始日時 接種券の発送時期

9 月 24 日(土) 9 月16日(金)正午～ 9月上旬

10月8日(土）、9日(日) 9 月26日(月)午前 9時 30 分～ 9月下旬

9月 7日から自宅療養期間中の外出自粛が緩和されたため、昨年から行っていた市の自宅療養

者に対する食料支援事業を、9 月 22 日（木）の受付分をもって終了します。

平時からご自身で食料品等の備蓄をお願します。

③ 新型コロナウイルス感染症自宅療養者に対する食料支援を終了します
問 市民活動課(内線 132)

Web 予約

新型コロナウイルス感染症の拡大および物価高騰等への緊急対策として、75 歳以上の方を対

象に健康の維持増進や日常生活に必要な物品等の購入に使える高齢者支援商品購入券を交付し

ます。

商品購入券の｢引換券｣を 9月下旬に対象者へ送付しますので、希望する方は次の期間に引換

えをお願いします。

対象 市内在住の 75 歳以上の方(昭和 23年 4 月 1日以前生まれの方)

交付 1 人 5,000 円分の商品購入券

※利用可能店舗一覧は、商品購入券の引き換え時にお渡しします。

引換期限 ｢引換券｣が届いた日から 10 月 31 日（月）まで

引換方法 ｢引換券｣と窓口にいらっしゃる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運

転免許証、保険証等)をお持ちのうえ、｢引換券｣に記載の日時・窓口にて手続きしてく

ださい。

※引き換えは、対象者ご本人以外にご家族等でも可能です。

④ 高齢者支援商品購入券を交付します
申・問 高齢福祉課(内線175) 笠間支所福祉課(内線72134) 岩間支所福祉課(内線73172）
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携帯電話やデジタルカメラ等の小型家電製品には、貴重な金属資源が多く含まれているにもか

かわらず、その多くがリサイクルされずに廃棄されています。

市では不要になった小型家電製品の回収を行っています。貴重な金属資源やプラスチックのリ

サイクルを強化していますので、ぜひご協力ください。

回収場所 本所資源循環課 笠間支所地域課 岩間支所地域課

回収方法 市役所開庁時間内に、直接窓口にお持ちください(回収手数料はかかりません)。

留意事項 ①個人情報は必ず消去してからお持ちください。

②危険防止のため、分解した小型家電の持ち込みはご遠慮ください。

③取り外しが容易な乾電池やバッテリー等は外してお持ちください。

回収品目 デジタルカメラ、ゲーム機、ACアダプタ、計算機、電子手帳、携帯音楽プレーヤー、

ビデオカメラ、携帯電話･スマートフォン、カーナビ、ラジオ、ルーター･スイッチ、

ICレコーダー、補聴器、ポータブルDVD･BDレコーダー/プレーヤー、電子書籍端末、

ノートパソコン、タブレット端末、磁気ディスク装置等(ハードディスク･USB メモリ･

メモリーカード）、ゲームソフト(CD･DVDを除く）、電子体温計、電気式温湿度計、電子

式ヘルスメーター、電子式ベビースケール、デジタル歩数計、フィルムカメラ、ヘア

ードライヤー、電気かみそり、電気脱毛器、電動歯ブラシ、電子時計、電気時計

計 31品目

⑥ 不要になった小型家電製品を回収しています
問 資源循環課(内線128) 笠間支所地域課(内線72115) 岩間支所地域課(内線73115）

肥料・燃油・飼料の価格高騰により、農業経営に影響を受けた認定農業者および

認定新規就農者に対し、農業経営の継続および安定化を図るための支援を実施します。

対象者 認定農業者および認定新規就農者で次にあてはまる方

・市内に住所を有する個人または事業所を有する法人

・市税等の未納がないこと

・今後も農業を継続する意思がある方

申込方法 窓口で直接または郵送で申請してください。

申込期限 12 月 28 日（水）

⑤ 農業資材等価格高騰対策事業補助制度をご利用ください
申・問 農政課(内線 540)

対象事業 補助額

肥料高騰対策 令和 3年に購入した肥料費の 20％、上限 50 万円

燃油高騰対策
令和3年10月から令和4年 3月までに、施設園芸用の加温機等に使用した重油

および灯油の購入･支払いに要した経費の高騰分の差額分の10％、上限100万円

飼料高騰対策

令和 3年度｢配合飼料価格安定制度｣の積立金に係る購入量および令和 3年分

の粗飼料の購入量に、令和 4年度｢配合飼料価格安定制度｣の単位数量当たり積

立金額を乗じた額の 20％、上限 100 万円

高収益な作物中心の営農への転換を推進するため、水田を畑地化するために必要な整備などの

支援を行います。お気軽にお問い合わせください。

対象 用排水施設整備、暗渠排水整備、客土、畦畔除去など
あんきょ きゃくど けいはん

対象農用地 農業振興地域内農用地区域に指定されている農用地

⑦ 水田の畑地化を支援します 申・問 農政課(内線 530)
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遺言、相続、各種許認可等の行政手続きなど、暮らしと役所の諸手続きに関する相談に、県内

の行政書士がお答えします。

〇面談による相談会(予約不要）

〇電話による相談

日時 毎週木曜日(祝日を除く)午後 1時 30 分～4時 30 分

相談電話番号 029-305-3731

⑩ 行政書士無料相談会を開催します

問 茨城県行政書士会事務局 ℡ 029-305-3731

日時 場所

10 月6日･13日･20日･27日

の木曜日
午後 1時～4時 水戸市役所本庁舎(水戸市中央 1-4-1）

10 月 14 日(金) 午後 4時～7時
茨城県立図書館(水戸市三の丸 1-5-38)

10 月 22 日(土)

午後 1時～4時

10 月 11 日(火) 城里町役場(東茨城郡城里町大字石塚 1428-25）

10 月 12 日(水) 茨城町役場(東茨城郡茨城町大字小堤1080）

10 月 18 日(火) 小美玉市役所(小美玉市堅倉835）

10 月 19 日(水) 笠間市役所(笠間市中央3-2-1）

10 月 13 日(木)～15 日(土) 正午～午後 6時 水戸京成百貨店 8階 談話室(水戸市泉町1-6-1）

栗栽培を始めたい方や、始めて間もない方を対象に栗の収穫や選別体験を実施します。

日時 10 月 12 日（水）午後1時30分～3時30分 ※全 4回。詳しくはお問い合わせください。

場所 地域交流センターもとど(笠間市本戸 3154)

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 10 月 7 日（金）

⑨ 栗の栽培を始めませんか
申・問 笠間地域農業改良普及センター ℡ 0296-72-0701

小菊の新規生産者を募集しています。小菊の生産・販売に興味のある方、まずは説明会に参加

してみませんか。生産者の体験談を聞いたり、小菊畑の見学などを行います。

日時 10 月 4日（火）午後 1時 30 分～

場所 JA 常陸友部花きセンター(笠間市湯崎 1231)

対象 市内在住の方

参加費 無料

申込方法 電話または FAX でお申し込みください。

申込期限 9 月 30 日（金）

⑧ 小菊新規生産希望者向け説明会を開催します
申・問 JA常陸友部花きセンター ℡ 0296-77-8164 FAX 0296-77-8656
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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。



高齢者の消費生活相談は、依然として消費生活センターに寄せられる相談の半数以上を占めて

います。

当センターでは、9月を｢高齢者の被害防止キャンペーン月間｣として啓発活動を実施しています。

少しでも｢変だな｣｢困ったな｣と思ったら一人で悩まず、市消費生活センターにご相談ください。

～ご家族・ご近所の気づきが被害救済につながります～

高齢者は、悪質商法の被害にあってもだまされたことを恥ずかしく感じ、誰にも相談しないと

いうケースが多くあります。そこで大切なのが地域ぐるみの見守りです。変わった様子がないか

日頃から気にかけ、積極的に声掛けをお願いします。

相談受付時間 月～土曜日 午前 9時～正午、午後 1時～4時(日曜、第 2・第 4火曜は休館日）

消費者ホットライン 188(イヤヤ) ※お住まいの近くにある消費生活センターにつながります。

※市消費生活センターでは、まちづくり出前講座で消費者トラブル等について学ぶメニューを用

意しています。年間通して申し込みできますので、地域の仲間やサロン等でご利用ください。

問い合わせやお申し込みは、市民活動課(内線 133)まで。

⑫ 悪質商法にご注意ください
問 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内）

相談専用電話：0296-77-1313

手口 対策

架空請求

不当請求

｢裁判になっている｣｢料金の未納がある｣

等のはがきが届いた、パソコン・スマホ

に請求画面が表示されている等

身に覚えのない請求には応じず、

無視してください。

電話勧誘 電話料金が安くなる等のしつこい勧誘

｢今日だけ｣｢今だけ｣｢あなただけ｣と

言われても不要なものはきっぱりと

断りましょう。

通信販売
テレビショッピング・ネット通販など

お試しのつもりが定期購入になっていた

通信販売には、クーリングオフ制度

はありません。契約内容や解約条件

をしっかり確認しましょう。

訪問販売
｢無料診断｣ ｢無料点検｣等の誘い文句に

注意

契約しても 8日間以内であれば

クーリングオフができます。

毎日の暮らしの中で｢困りごとがあるが、どこに相談してよいかわからない｣｢わかりづらい道

路案内標識を改善してほしい｣など、困っていること、望んでいることなどはありませんか。

10月 17 日（月）～23 日（日）の｢行政相談週間｣に伴い、特設行政相談所を開設します。

行政相談委員は、総務大臣から委嘱された民間の有識者で、国や県、市などが行っている仕

事に対する意見・要望などを住民から受け、助言や関係行政機関への通知などを行い、問題解

決の促進を図っています。

予約不要・相談無料で、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

日時 10 月 26 日（水）午後 1時～3時

場所 笠間ショッピングセンターポレポレシティ 1階セントラルコート(笠間市赤坂 8)

行政相談委員 茂呂 裕さん、井口 清さん、海老沢 耕市さん
も ろ ゆたか い ぐ ち きよし え び さ わ こういち

⑪ 行政に対するお悩みや要望をお聞きします 問 秘書課(内線 225)
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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
かた

ご注意ください。



下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、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 10 月上旬～令和 5年 2月下旬(予定)

規制内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時)

施工業者 大平建設(株)

規制区間 笠間市平町地内(宍戸小学校前信号から北へ 110ｍ地点より、西へ約 40ｍ)

規制区間 笠間市矢野下地内①(若狭山団地から南へ 100ｍ地点より、東へ約 70ｍ)

笠間市矢野下地内②(若狭山団地から南へ 100ｍ、東へ 240ｍ地点より、東へ約 40ｍ）

※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

⑬ 下水道工事に伴う交通規制を行います 問 下水道課(内線 71141)

吾国愛宕ハイキングコースの一部を使用し、茨城県防災航空隊と合同訓練を実施します。

ヘリコプターがハイキングコース上空の一部を低空で飛行し、北川根ふれあい広場で離着陸

を行いますので、ご理解ご協力をお願いします。

日時 10 月 20 日（木）、21 日（金）午前 9時～正午 ※予備日 27日（木）、28日（金）

場所 吾国愛宕ハイキングコース 南山展望台付近(笠間市上郷）

⑭ 吾国愛宕ハイキングコースで山岳救助訓練を実施します
問 消防本部警防課 ℡ 0296-73-0833
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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。



ふるさとまつり in かさまを開催します。当日は開催に伴い交通規制を行います。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。

昨年に引き続き、検温、手指消毒等の感染症対策を行い模擬店、PR ブースやステージイベント

などが行われます。マスク着用のうえ、ぜひお越しください。

日時 10 月 22 日（土）午前 9時～午後 4時

※雨天の場合 23 日（日）

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6）

⑮ ふるさとまつり in かさまを開催します
問 笠間市商工会友部事務所 ℡ 0296-77-0532

笠間市社会福祉協議会で福祉バザーを開催します。ご家庭に眠っている日用雑貨品などを寄付

していただける方は、社会福祉協議会各支所までお持ちください。

※友部地区にお住まいの方は、支部のバザーに品物の寄付をお願いします。

※大型の品物、こいのぼり、ひな人形、ガラスケースの人形等の寄付はご遠慮ください。

※笠間地区の開催時間は午前 9時～正午となります。

⑯ 福祉バザー用品の寄付をお願いします
問 笠間市社会福祉協議会ボランティアセンター ℡0296-78-2626 笠間支所 ℡ 0296-73-0084

地区 開催日 締切日 会場

友部 10月22日(土) 10月14日（金）｢ふるさとまつりin かさま｣ 友部公民館(笠間市中央3-3-6)

笠間 11月5日(土) 10月28日（金） 笠間市社会福祉協議会笠間支所(笠間市石井 717)

笠間市環境センターに直接ごみを持ち込む際は、ごみは種類ごとに分別してください。

(1)シートをかけるなど、ごみの落下防止に努めてください。

(2)植木を剪定した枝や木材は、直径 15㎝、長さ 50㎝以内に切ってください。

(3)ロール状の物やロープ、ホースなどは長さ 150 ㎝以内に切ってください。

(4)シートなどは、150 ㎝四方以内に切ってください。

(5)スプレー缶、カセットボンベは中身を使い切り穴をあけてください。

(6)食べ物･飲み物が入っていた缶･びんは、中身をカラにして水洗いをしてください。

※守られていない場合は受け付けができません。

⑰ ルールを守ったごみの持ち込みにご協力ください
問 笠間市環境センター ℡ 0296-77-2416 資源循環課(内線 129)
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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。



市内に事業所のある企業を対象に県の就職支援サイト｢いばらき就職チャレンジナビ｣

では無料で求人募集ができます。また、採用にかかった費用の補助制度も用意しています。

詳しくは右上の二次元コード、または電話でお問い合わせください。

㉑ ｢いばらき就職チャレンジナビ｣で求人しませんか
申・問 企業誘致・移住推進課(内線 592)

令和5年 4月 27日から始まるこの制度は、相続(遺言による場合を含みます)によって

土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させること

を可能にするものです。詳しくは水戸地方法務局までお問い合わせください。

㉒ 相続土地国庫帰属制度が始まります
問 水戸地方法務局不動産登記部門 ℡ 029-221-5130

県では独身の方の結婚を支援するため、地域における出会いの相談や仲介等をボランティアで

行っていただく結婚支援ボランティア｢マリッジサポーター｣を募集します。

結婚支援に関心のある方はお気軽にお問い合わせください。

募集期間 10 月 3 日（月）～31 日（月）

⑲ ｢マリッジサポーター｣を募集します
申・問 茨城県少子化対策課 ℡ 029-301-3261

市では、今年度、都市計画法第 6条第 1項に規定された都市計画基礎調査を実施し、市内の土

地利用の状況、宅地開発の状況、建築の動態等を調べています。その一環として、市内全域で現

地調査を行います。

現地調査では、身分証明書を携帯した受託業者の調査員が土地や建物を道路上から確認しま

すので、ご理解ご協力をお願いします。

調査期間 10 月上旬～令和 5年 2月下旬

受託業者 ㈱アイコンサルタント

⑳ 都市計画基礎調査に伴う現地調査を行います 問 都市計画課(内線 586)

近年、農作業死亡事故は全国で年間約 300 件発生しています。死亡者減少のため、秋の農作

業が本格化する 9月～10月に全国で｢秋の農作業安全確認運動｣を実施しています。

農業者の皆さんは、農業機械作業中の事故防止等に向けて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しましょう。

強化していただきたい取り組み

・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等の着用を徹底する

・乗用型トラクターには安全フレームを装備する

・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

・作業に適した服装の選択、作業者の体調管理を行う

⑱ 秋の農作業安全確認運動を実施しています 問 農政課(内線 528)
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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）



国の認定を受けた｢デジタル活用支援員｣が、スマートフォンの基本操作やアプリの使い方な

どをわかりやすく説明します。スマートフォンをお持ちのうえ、ご参加ください。

時間 午後 1時～4時 30 分

内容 ①電話・カメラ、アプリのインストール、地図アプリ

②インターネット、LINE(ライン)、ワクチン接種証明またはマイナンバーカード申請

講師 ドコモショップイオンモール水戸内原店（㈱コネクシオ） デジタル活用支援員

定員 各回 4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。定員になりしだい締め切ります。

㉕ スマートフォン講座 申・問 企画政策課(内線 560）

コース 開講日 場所

友部(1)
①10 月 18 日(火) 友部公民館(笠間市中央 3-3-6)

②11 月 1 日(火) 市役所本所(笠間市中央 3-2-1)

岩間(1)
①10 月 25 日(火)

岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま）
②11月 8 日(火)

福原
①11月 11 日(金)

地域交流センター福原(笠間市福原 3602-2)
②11 月 25 日(金)

笠間
①11月 18 日(金)

笠間公民館(笠間市石井 2068-1)
②12 月 2 日(金)

友部(2)
①11 月 22 日(火)

友部公民館
②12月 6 日(火)

岩間(2)
①11 月 29 日(火)

岩間公民館
②12月 13 日(火)

面接会は、複数企業の人事担当者と直接お会いできるチャンスです。当日は、午前と午後で参

加企業を入れ替えて行いますので、履歴書を複数枚お持ちのうえご参加ください。

日時 10 月 12 日（水）午前 10時 20 分～午後 0時 20 分、午後 2時～4時

場所 ホテルレイクビュー水戸(水戸市宮町 1-6-1)

対象 大学院･大学･短大･高専･専修学校等(高校は除く)の令和 5年 3月卒業予定者

および既卒未就職者(おおむね卒業後 3年以内)

参加費 無料

申込方法 右上の二次元コードをご確認ください。

㉓ チャレンジいばらき就職面接会

問 茨城県労働政策課 ℡ 029-301-3645

小規模特認校であるみなみ学園義務教育学校の学校経営方針や特色、恵まれた環境を紹介し、

児童･生徒を募集します。

日時 10 月 26 日（水）午前 9時 30 分～10時 30 分 受付：午前 9時 20 分

場所 みなみ学園義務教育学校(笠間市北吉原 15）

内容 授業参観、校舎内見学、学校説明、質疑応答

対象 市内在住の幼児、児童生徒および保護者の方

申込方法 みなみ学園義務教育学校のホームページからお申し込みください。

申込期限 9 月 30 日（金）

㉔ みなみ学園義務教育学校見学会
申・問 みなみ学園義務教育学校 ℡ 0296-72-1385

HP http://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/ac-minami/
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わからない点や質問したい点を気軽に相談してください。スマートフォンをお持ちのうえ、

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 ㈱フォーバル 原田 大雅さん、㈱フードセンター 本間 雄一郎さん、鉾田 敬成さん
は ら だ た い が ほ ん ま ゆういちろう ほ こ た よしあき

定員 各回 12 名(先着順)

対象 50 歳以上の方

参加費 無料

申込方法 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。

㉖ ゼロから始めるスマートフォン講座
申・問 ホテル イオ アルフェラッツ ℡ 0296-72-7311

午前 10 時～11 時 午後 3時～4時

10 月

4 日(火) アプリのインストール方法 インターネットの利用方法

5日(水) メールの利用方法

18日(火) 地図アプリの利用方法

19日(水) アプリのインストール方法(相談会） インターネットの利用方法(相談会)

11 月

8 日(火) メールの利用方法 地図アプリの利用方法

9日(水) SNS の利用方法

21日(月) マイナンバーカードの申請方法

22日(火) メールの利用方法(相談会) 地図アプリの利用方法(相談会)

12 月

6 日(火) SNS の利用方法 マイナンバーカードの申請方法

7日(水) マイナポータルの活用方法

20日(火) マイナポイントの予約・申込方法

21日(水) SNS の利用方法(相談会) マイナンバーカードの申請方法(相談会）

1 月
10日(火) マイナポータルの活用方法 マイナポイントの予約･申込方法

11日(水) マイナポータルの活用方法(相談会) マイナポイントの予約･申込方法(相談会)

｢スマホを使ってみたいけれど不安がある｣｢スマホにしたけれど使い方がわからない｣という

方、実機を使った体験をしてみませんか。体験だけでなく、よくあるスマホのトラブルなどにつ

いても説明します。スマホがない方でも実機を使った体験ができます。

日時 10 月 28 日（金）午後 2時～3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）

講師 NTT docomo 平さん
たいら

対象 市内在住、在勤の方

定員 10 名(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。

申込期間 10 月 3 日（月）午前 10時～定員になりしだい締め切ります。

㉗ 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

12 ぺージ
2022-0915

ひとりで抱え込まずに相談しましょう。
「こころの相談室｣保健センター
℡ 0296-77－9145 (予約制)



〇「ヘルスアップセミナー～おいしく食べて健康に～」笠間市ヘルスリーダーの会

生活習慣病予防の話や、栄養バランス、減塩、野菜摂取アップを意識した食事の調理など、健康づくりに

役立つ情報が盛りだくさんのセミナーを開催します。食生活を見直したい方は、ぜひご参加ください。

〇第 3回 かさまみらいフェア

市内在住で子育て中の方、これから子育てを行う予定の方を対象に開催します。事前の予約が必要ですの

で、お申し込みのうえ参加してください。予約なしで楽しめる企画も用意しています。

日時 11 月 3日（木・祝）午前 9時 30 分～11時 30 分

場所 保健センター

※定員を超えた場合は抽選となります。参加者には事前に通知します。

申込期限 10 月 11 日（火）

〇こころの健康講座

コロナ禍が続き、私たちのこころと身体はストレスがたまりやすい状況にあります。こころの

健康を保つための自身との向き合い方・ストレス解消法について、一緒に考えてみましょう。

対象 市内在住の方

参加費 無料

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。

㉘ 保健センターからのお知らせ
申・問 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

日時 10 月 21 日（金）午前 10時～午後 0時 30 分 受付：午前 9時 45 分

場所 保健センター

内容
健康づくり情報、家の味噌汁またはスープの食塩濃度チェック、量と栄養バランスのとれた食

事の調理と試食※新型コロナウイルス感染症の状況により内容が変更になる場合があります。

定員 15 名(応募者多数の場合は抽選）

持ち物
エプロン、三角巾またはバンダナ、味噌汁またはスープ(よく洗った空瓶やペットボ

トルに 50㏄程度入れた物）、筆記用具、飲み物

申込期限 10 月 11 日（火）

内容 開催時間 対象 定員

妊婦体験
①:午前 9時 40 分～10時

②:午前 10時 40 分～11 時
プレパパママ 各 3組

ハイハイレース
①:午前 10時 10 分～10 時 30 分

②:午前 11時 10 分～11 時 30 分

0 歳・1 歳

各 4組

親子ヨガ
①:午前 9時 30 分～10時 10 分

②:午前 10時 30 分～11 時 10 分
各 5組

手袋の人形つくり 午前 9時 40 分～10時 10 分 7 組

足形アート 午前 10 時 40 分～11 時 10 分 7 組

日時 11 月 6日（日）午前 10時～正午 受付：午後 9時 45 分～

場所 道の駅かさま 多目的室(笠間市手越 22ー1)

内容

講話：こころの健康づくりを始めましょう！～ストレスと上手に付き合う方法とは？

講師:こころの医療センター 精神保健福祉士 鈴木 寛さん
す ず き ひろし

サイクリング体験：約 7.5km のコースを笠間サイクルガイドとサイクリング

定員 15 名(先着順）

申込期限
10 月 24 日（月）※申し込み時にサイクリング体験の希望の有無をお知らせください。

詳細はお問い合わせください。

令和4年 9月 15日 第 4 ｰ 12号
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後期高齢者医療保険料の納付は、口座振替にすると便利です。



〇フリーマーケット出店者募集

家庭で不要になったもの(子どもの服など)や手作りの物などを出品してみませんか。

〇ママ・リフレッシュ

子育てを頑張っている皆さん、リフレッシュしませんか。託児付きですのでご利用ください。

対象 市内在住の生後 6か月から 2歳までの未就園児とその母親

定員 各回 8名(先着順)

申込方法 窓口で直接お申し込みください。電話での受け付けは行いません。

申込期間 10 月 1 日（土）～10 日（月・祝）

㉙ 笠間市児童館からのご案内
申・問 笠間市児童館(笠間市南友部1966-140) ℡ 0296-77-8340

日時 10 月 9日（日）午前 9時 30 分～11 時 30 分 ※雨天中止

場所 笠間市児童館 館庭

募集店舗 10 店舗(先着順)

参加費 無料

申込方法 窓口で直接お申し込みください。電話での受け付けは行いません。

申込期間 10 月 2日（日）～7日（金）

体力編 エアロビクス 楽しく動いて脂肪燃焼やストレスを解消しましょう

日時 10 月 11 日（火）・14 日（金）午前 10時 30 分～11時 30 分

場所 笠間市児童館

講師 門井 浩美さん
か ど い ひ ろ み

参加費 無料 ※妊婦さんは参加できません。

制作編

ボタニカルキャンドル&カード アーティフィシャルフラワー 人気の多肉植物寄せ

ドライフラワーを入れたキャ

ンドルと手作りカード作り

額に貼り付けながら立体的な

花絵の額作り

いろいろな多肉植物を

使って寄せ植え作り

日時
10 月 13 日(木） 10月 18 日(火) 10 月 21 日(金）

午前 10時 30 分～11時 30 分

場所 笠間市児童館
岩間公民館(笠間市下郷 5140

:市民センターいわま3階）

笠間公民館

(笠間市石井 2068-1）

講師 フェアリーローズ 倉持 佳子さん
くらもち け い こ

参加費 各回 500 円 ※申し込み時にご持参ください。

家庭で眠っている日用品や衣類など、使わなくなったものをもう一度活かしてみませんか。家

庭菜園の野菜などの農作物、鉢花、手工芸品などの出品も大歓迎です。

売るのも買うのも見るのも楽しいフリーマーケットにお気軽にお越しください。

日時 10 月 1日（土）午前9時～午後2時 受付:午前 8時 30分 ※雨天時は2日（日）に延期

場所 友部公民館前広場(笠間市中央 3-3-6）

参加費 500 円/一区画

申込方法 当日会場でお申し込みください。※小中学生は保護者同伴

※参加者はマスクの着用をお願いします。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。

㉚ フリーマーケット出店者募集
問 ごみを考える会 菊地 ℡ 0296-77-5028
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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



スキーでの大事故から懸命なリハビリにより、社会復帰を果たされた腰塚 勇人さんが｢大切な

幸せ｣について講演します。

日時 11 月 20 日（日）開場：午後 0時 30 分 開演：午後 1時 30 分

笠間中学校吹奏楽部の演奏：午後 1時 40 分 講演会：午後 2時

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

講師 講演家 腰塚 勇人さん
こしづか は や と

参加費 無料

申込方法 市ホームページ(右上の二次元コード)から、または FAX、メール、電話でお申し込み

ください。※YouTube での後日配信も行います。

申込期限 11 月 14 日（月）

㉛ 令和 4年度笠間市人権教育講演会

命の授業～ドリー夢メーカーと今を生きる～
む

申・問 生涯学習課(内線384) FAX 0296-71-3220 メール shakaikyoiku@city.kasama.lg.jp

県内の近世地方窯について学び、焼き物を通じてかさましこ地域の特色を見直す

貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

日時 11 月 27 日（日）午後 1時～4時 開場：正午

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1)

内容 講演/華麗なる江戸時代のやきもの～古伊万里・京焼・茶陶～

講師/学習院大学 文学部 哲学科 教授 荒川 正明さん
あらかわ まさあき

事例報告/笠間焼:茨城県教育財団 調査員 吹野 富美夫さん
ふ き の ふ み お

七面焼(七面製陶所):水戸市教育委員会 歴史文化財課 課長補佐 関口 慶久さん
せきぐち のりひさ

松岡焼(高萩):茨城県考古学協会 会長 瓦吹 堅さん
かわらぶき けん

参加費 無料

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)、電話、FAX またはメール(住

所・氏名・連絡先を明記)でお申し込みください。

申込期間 9 月 27 日（火）午前 9時～11 月 24 日（木）午後 5時

㉜ かさましこ日本遺産推進講演会 in 笠間
申・問 生涯学習課(内線 381) FAX 0296-71-3220 メール n_isan@city.kasama.lg.jp

優れた作品を制作しながらも若くして亡くなった｢夭折の画家たち｣が残した作品をご覧いた
ようせつ

だけます。ぜひお越しください。

日時 10月 1日（土）～12月18日（日）午前9時30分～午後5時(入館受付は午後4時30分まで）

※毎週月曜日休館(ただし 10 月 10 日(月・祝)は開館、10月 11 日(火)は休館）

場所 笠間日動美術館(笠間市笠間 978-4)

○高齢者芸術鑑賞事業

優れた芸術作品をたくさんの方にご覧いただくため、65 歳以上の方と同伴の家族の方 1名(い

ずれも市内在住の方)は笠間日動美術館への入館が無料となります。また、毎月7日(7日が休館

日の場合は翌日)は市内在住の方はどなたでも入館無料となりますので、ぜひご利用ください。

期間 令和5年3月31日まで ※入館時は免許証、マイナンバーカード等の提示をお願いします。

㉝ 企画展｢開館50年記念 夭折の画家たち-青春群像-」
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 市 生涯学習課(内線 382)
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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。



〇特別展示 没後200年 牧野 貞喜展-苦悩する名君 そして改革の軌跡-
ま き の さだはる

展示解説も行います。詳しくはお問い合わせください。

日時 11月11日（金）～12月18日（日）午前9時～午後5時※入場は午後4時30分まで、月曜休館

場所 笠間公民館 2階 展示室(笠間市石井 2068-1）

入場料 無料

〇講演会

㉞ 特別展「没後200年 牧野 貞喜展」 申・問 生涯学習課(内線 382)

牧野貞喜の生涯－苦悩する名君と政治改革－ 牧野貞喜の藩政改革と名君のいわれ

日時 11 月 11 日（金）午後1時30分～2時30分 12 月 3日（土）午後1時30分～3時30分

場所 笠間公民館 2階 大会議室

講師 市史研究員 南 秀利さん
みなみ ひでとし

市史研究員 矢口 圭二さん
や ぐ ち け い じ

定員 各回 60名(先着順)

入場料 無料

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)からまたは電話でお申し込み

ください。

申込期間 10 月 6日（木）以降定員になりしだい締め切ります。

｢かさましこ｣兄弟産地が紡ぐ“焼き物語”にふさわしい商品を開発し、来年度以降の販売も視

野に入れた試作品の完成を目指す講座です。

定員 10 名程度(先着順)

参加費 無料

申込方法 メールまたは FAX でお申し込みください。

申込期限 10 月 24 日（月）

㉟ 日本遺産に関する商品開発実践講座
申・問 ㈱キースタッフ メール noguchi@keystaff.jp FAX 03-6262-8255

日時 場所

全体講座 10 月 26日（水） 午後 2時～5時 笠間公民館 大会議室(笠間市石井 2068-1)

個別相談

11 月 2 日（水）

令和5年1月18日（水） 午前 10時

～午後 5時

笠間公民館 小会議室

11月 22 日（火）

12月 23 日（金）

益子町町民会館 第 1会議室

(栃木県芳賀郡益子町益子 3667-3）

県ではご自宅から Zoom で参加できる無料オンラインセミナーを開催します。

日時 10 月 23 日（日）午後 1時～4時

対象 県内に空き家を所有する方、または相続を受ける予定の方

申込方法 電話、FAX または右上の二次元コードからお申し込みください。

㊱ 空き家所有者向けセミナー＆個別相談会
申・問 ㈱LIFULL 地方創生推進部 ℡ 03-6774-1633 FAX 03-6774-1728

内容 申込期限

セミナー
相続前に知っておきたい空き家のリスクとその対処法

講師:(特非)空き家コンシェルジュ 代表理事 有江 正太さん
あ り え しょう た 10 月 22 日（土）

個別相談 自治体等による個別相談会 10 月 16 日（日）
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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 TOMOA 季節の歌や懐かしのメロディを、みんなで楽しく歌いましょう。

〇駅前シネマ「ぼけますから、よろしくお願いします。～おかえりお母さん～」

認知症の母を98歳の父が懸命に介護する日々を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。

〇トモアカルチャースクール 2022 秋・冬

スペシャリストとして活躍する講師の方々によるオリジナルかつバラエティに

富んだ講座を開催します。体験、途中参加や 1回のみの参加ができる講座もあり

ます。詳しくはお問い合わせください。

※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。

㊲ 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 10 月 9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 里の秋、赤とんぼ、紅葉、女ひとり、山小舎の灯、高原列車は行くなど

定員 70 名(先着順）

参加費 500 円(飲み物付き)

日時 10 月 16 日（日）午前 10時、午後 2時、午後 6時（上映時間 101 分）

定員 各回 90 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

詳しくはこちら

皆さんお誘い合わせのうえ、ご来場ください。当日までお申し込みできます。

日時 10 月 23 日（日）開場：午後 2時 開演：午後 2時 30 分～4時

場所 地域交流センターいわま「あたご」（笠間市下郷 4438-7）

出演 柳亭 市寿さん、三遊亭 二之吉さん
りゅうてい いちじゅ さんゆうてい に の きち

定員 30 名(先着順）

入場料 1,500 円

申込方法 電話でお申し込みください。

㊳ あたごふれあい寄席
申・問 地域交流センターいわま「あたご」 ℡ 0299-57-3357

保護猫との出逢いをきっかけに、絵を描く楽しさを知り活動を始めたアーティスト・ayakin
あ や き ん

さんの個展です。

日時 10 月 15 日（土）～29日（土）午前 9時 30 分～午後 5時 ※最終日は午後 4時まで

場所 笠間の家ギャラリー(笠間市下市毛 79-9)

入場料 無料

㊴ 笠間の家 ayakin 展 in kasama 問 笠間の家 ℡ 0296-73-5521

令和4年9月 15日 第 4 ｰ 12号
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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。



秋真っ只中の笠間の魅力を、かさまコンシェルジュがご案内します。このツアーは、市民の皆

さんに笠間の観光資源や魅力についてもっと知ってもらい、笠間の魅力の発信者となっていただ

きたく実施するものです。ぜひこの機会に笠間の観光、文化、食をお楽しみください。

コース 石切山脈→笠間の菊まつり→昼食(つつじ公園山頂)→陶芸体験&お買い物(道の駅かさま)

対象 市内在住の方 ※詳しくはお問い合わせください。

定員 各日 20 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 2,500 円(当日ご持参ください)、3歳児以下は無料

申込方法 電話または FAX でお申し込みください。お申し込みの際に氏名、住所、電話番号、

参加人数、ご希望の集合場所をお伝えください。

申込期限 10 月 18 日（火）

㊶ 笠間の魅力再発見 日帰りバスツアー
申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 FAX 0296-72-9211

開催日 集合時間 帰着予定時間 集合場所

10 月 29 日(土)、

30 日（日）

午前 8時 10 分 午後 4時 15 分 市民センターいわま(笠間市下郷 5140）

午前 8時 35 分 午後 3時 55 分 市役所本所(笠間市中央 3-2-1）

午前 9時 午後 3時 30 分 市民体育館(笠間市石井 2068-1)

人気、実力ともに同世代ナンバーワンの上野耕平さんのサクソフォン・リサイタル

を開催します。

日時 12 月 11 日（日）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

場所 笠間公民館 大ホール(笠間市石井 2068-1）

出演 サクソフォン:上野 耕平さん ピアノ:高橋 優介さん
う え の こうへい たかはし ゆうすけ

入場料 2,000 円(全席指定）※座席の希望はできません。

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。

※チケット予約はお一人様 5枚までです。小学生からチケットが必要です。未就学児の入場

はご遠慮ください。

申込期限 12 月 5 日（月）午後 5時

※新型コロナウイルス感染症の状況により中止またはプログラム等が変更となる場合があります。

㊷ かさま音楽フェスタ～奏～ 申・問 生涯学習課(内線 381)

涼しくなり、体が動かしやすい季節です。気持ちよい芝生の上で自然を感じながら、一緒に

ヨガを楽しみませんか。初心者の方もお気軽にご参加ください。

日時 10 月 15 日・22日・29日の土曜日 午前 8時～9時 30 分

場所 笠間つつじ公園 山頂広場(笠間市笠間 616-7)

講師 ミドルエイジヨガ あくつ ともこさん

定員 各回 15 名(先着順）

参加費 1,000 円(レッスン料・おやつ代)

持ち物 ヨガマット、飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装

申込方法 窓口で直接または電話、メールでお申し込みください。

㊵ 秋の朝ヨガ
申・問 (一社)笠間観光協会 ℡ 0296-72-9222 メール kasama@intio.or.jp
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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！



入門コースの参加者を募集します。オンライン配信による受講もできます。

日時 10 月 22 日～令和 5年 7月 22 日までの毎月第 4土曜日 午後 2時～4時

場所 茨城県産業会館 大会議室(水戸市桜川 2-2-35）

受講料 27,500 円

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

㊹ カウンセリング講座
申・問 (公財)茨城カウンセリングセンター ℡ 029-225-8580 メール iccnet@sunshine.ne.jp

久しぶりにテニスをやってみたい方、これからやってみたい方などどなたでもご参加ください。

日時 11 月 6日・13 日・20日・27 日、12月 4日・11 日の日曜日(全 6回)

午前 9時～11時 30 分 受付：午前 8時 45 分

場所 柿橋テニスコート C・D面 (笠間市鯉淵 6526-33）

対象 小学 5年生以上で市内在住または在勤の方

定員 30 名(先着順）

参加費 2,000 円/6 回分(ボール代・傷害保険代） ※参加する初回の日にお支払いください。

申込方法 住所、氏名、生年月日、連絡先(電話番号）、ラケットの有無を記入のうえ、郵送、

FAX、メールでお申し込みください(ラケットの無い方は 300 円でレンタルできます）。

申込期間 10 月 14 日（金）

㊸ 第21回笠間市民ソフトテニス教室

申・問 笠間市ソフトテニス連盟 深谷 修一 ℡/FAX 0296-78-3368
ふ か や しゅういち

〒309-1734 笠間市南友部 483-5 メール fukaya483-kasamasta@yahoo.co.jp

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 10 月 18 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 角のある子馬、愛宕山の十三天狗ほか

㊷ 読み語りの会 問 読み語りの会プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

出品資格 安全でおいしいお米づくりに取り組む農業者、農業法人および農業者団体等

応募料 出品米 1点につき 5,000 円（税別）

提出物 玄米 2㎏程度、出品米のプロフィール(事務局様式)

※提出物の納品先、参加料の納付等については 11 月 17 日（木）までに連絡があります。

申込方法 郵送または FAX でお申し込みください。申込書は市農政課に用意してあります。大阪

府米穀小売商連合会ホームページからも取得できます。

申込期限 11 月 10 日（木）

㊶ 第 12回 大阪府民のいっちゃんうまい米コンテスト

申・問 大阪府米穀小売商連合会 ℡ 072-222-5344 FAX 072-320-8144

〒590-0076 大阪府堺市堺区北瓦町 1-2-16 http://www.towncorp.jp/daibeiren/

令和4年 9月 15日 第 4 ｰ 12号
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休日の認知症相談は 13 時～16 時にお電話ください。
フロイデ友部 ℡ 0296-73-5577 (第 1･2 土曜日）
デイサービスともべケアセンター ℡ 0296-71-9638 (第 3･4 土曜日)



【回覧】次号は 10 月 6 日発行 第4-13 号

〇10月｢笠間ふれあい大学｣

｢人生 100 年の時代｣の生き方や輝き方を楽しく学ぶ場です。幅広い学びを通じた仲間づくり

で見知らぬ自分を発見しましょう。マスク着用でご参加ください。

日時 10 月 2日（日）午前 10 時～正午

内容 テーマ：鉛筆なめなめ取材重ねて40年～抜きつ抜かれつ誤報に特ダネ、大震災～

講師：元茨城新聞社常務取締役/編集局長 井坂 幸雄さん
い さ か ゆ き お

定員 30 名(先着順)

参加費 1,000 円(飲み物付き)

〇屋外イベント 「第 2回世界のGOHAN～オータム inまちの駅笠間宿」

世界各国の｢ご飯｣やフェアトレード商品を、テントショップやキッチンカー形式で販売します。

テイクアウトを原則とします。｢幸せの黄色い広場｣では音楽イベントを同時開催します。

日時 10 月 23 日（日）午前 10 時～午後 4時 ※小雨決行

内容 試食&販売会:アメリカ･イタリア･フランス・ニュージーランド･フィリピン･韓国･

エチオピア･スリランカ他

世界の楽器演奏会:万丈童子と愉快な仲間（バンジョー）、フルハシユミコ Band(馬頭琴)
ばんじょうど う じ ばとうきん

ヴィア･ラクティア(ギター:安藤 寛隆さん/フルート:大森 麻奈美さん)
あんどう ひろたか おおもり ま な み

出店者募集 キッチンカーおよびテントショップの出店者を募集します。

出店料：2,000 円/1 店舗(広報&運営費) ※季節営業許可は主催者が一括申請

〇音楽ライブ 星野由美子と素敵なバンドマンたちの歌と演奏を楽しむ集い

日時 10 月 30 日（日）午後 2時～4時

出演 星野 由美子さん:ボーカル・ピアノ
ほ し の ゆ み こ

清水尭斗さん:ベース・サックス 秋田 聡さん:ドラム 大川 修広さん:Tサックス・フルート
しみず あきと あきた さとし おおかわ のぶひろ

入場料 2,000 円(飲み物付き)

定員 30 名(先着順）

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。各開催日前日まで申し込みできます。

㊽ まちの駅笠間宿 イベント
申・問 (特非)グラウンドワーク笠間(笠間市笠間 2247) ℡ 090-8800-3248

FAX 0296-72-0654 メール shigeru-hanawa@white.plala.or.jp

感染症対策を実施してライブ、出店を行います。いす、シートなどをご用意のうえご参加ください。

日時 10 月 9日（日）午後 5時～ ※雨天中止

※午後 6時 30 分から月、木星、二重星などの観望会(講師:岡村 典夫さん)を行います。
おかむら の り お

場所 まちの駅笠間宿(笠間市笠間 2247-1)

出演 Breaker the TV 篠笛：齋藤 信介さん
さいとう しんすけ

定員 100 名(先着順)

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。

※このイベントは笠間市まちづくり助成事業の補助を受けて開催します。

㊼ ｢待宵の夕べ｣ あなたと月と音楽と
まつよい

問 笠間で暮そう会 畑岡 ℡ 080-6730-5283
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