
※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）笠間市議会議員一般選挙における

立候補予定者説明会を実施します

４）友部地区渋滞対策に伴う道路整備事業の

説明会を開催します

５）マイナンバーカードをお持ちですか

６）医療費の適正化にご協力ください

７）道路整備に伴う交通規制を行います

８）水道工事に伴う交通規制を行います

９）墓地の管理者変更は手続きが必要です

10）不動産取得税の軽減措置には申請が必要です

11）固定資産税に係る各種届出を提出してください

12）第三者行為でケガや病気をしたときは

届け出が必要です

13）エコフロンティアかさま監視委員会を開催します

14）農業用廃プラスチックの回収を行います

15）浄化槽は維持管理と法定検査が必要です

16）入札参加資格の定期受け付けを行います

17）令和 5年笠間市二十歳(はたち)の集いを

開催します

18）｢小さな子どもの命を守る 家族で備える

防災講座｣を開催します

19）法律と登記等に関する無料相談会を開催します

20）多重債務者のための無料法律相談会を開催します

21）茨城県最低賃金が改正されました

22）業務改善助成金をご活用ください

23）自筆証書遺言書保管制度をご利用ください

24）第 2回「笠間の栗」むき子マイスター養成講座

を開講します

25）歳末たすけあい援護金を配分します

26）笠間市就職情報ナビ2023をご活用ください

27）飯田ダムの水位が確認できます

28）10 月の月間・運動のお知らせ

29）安心安全に役立つ情報を発信しています

■教養・文化・交流 他

30）保健センターからのお知らせ

31）健康座談会(メディカルカフェ)

～みんなの相談室～

32）無料相談会

33）いばらき就職・転職フェア

34）ハロウィンフェス 2022

35）歴史館出前講座「日本刀のイロハ」

36）ママ・リフレッシュ

37）第76 回 自然観察会

38）ごみを考える会 視察研修

39）かさましこ 体験×学び 体験型観光商品の

造形・磨き上げワークショップ/セミナー

40）令和 5年度茨城県立農業大学校入学生募集

41）盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会

42）介護予防教室「元気すこやか教室」

43）チャレンジボランティアスクール 2022

44）いばらきストーンフェスティバル 2022

45）第12回 ともべマルシェ

46）地域交流センターともべ イベント

47）かさま歴史交流館 井筒屋イベント

48）笠間の家イベント

49）第14回 You･遊文化スクール

50）笠間民謡歌謡祭

51）笠間工芸の丘 イベント

52）読み語りの会｢ゆるり」おはなし会

53）ふれあいサロンかさま～る イベント
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新型コロナウイルス感染症の感染症患者数は減少傾向にありますが、まだ感染は続いていま

す。また、この先、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行も懸念され

ていますので、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とワクチン接種の検討を

お願いします。

１ 新型コロナウイルス感染症関連情報(10 月4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

新型コロナワクチンの接種実施期間が令和 5年 3月 31 日まで延長されました。

ワクチンの接種により、発症や重症化を予防できることが確認されています。また、できる

だけ多くの方が接種を受けることで、感染拡大を防ぐことも期待できます。接種対象となってい

る方で、まだ接種回数分のワクチン接種を受けていない方は、積極的な接種をご検討ください。

国から初回接種(1、2 回接種)が済んだ 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。

対象者 初回接種(1、2 回目接種)が完了した 12歳以上のすべての方

ワクチンの種類 12 歳以上 17歳以下の方：ファイザー社

18歳以上の方：ファイザー社またはモデルナ社

※いずれも従来株とオミクロン株に対応した成分を組み合わせた2価ワクチン

接種方法 市内協力医療機関での個別接種または保健センター等での集団接種

前回接種より 5か月以上の間隔をあけて 1回接種

接種について

※現時点では、オミクロン株対応ワクチンを接種できるのは 1人１回です。

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接種を開始しました

接種回数 対象者 接種場所 ワクチンの種類 接種券

1、2回目 12歳以上の方

ねもとクリニック

℡ 0296-77-7011

(笠間市大田町215-13）

ファイザー社(従来型ワクチン)

送付済
3回目

2回目接種完了後

5か月以上経過

市内協力医療機関

集団接種
オミクロン株対応ワクチン4回目

3回目接種完了後

5か月以上経過

5回目
4回目接種完了後

5か月以上経過

10月下旬

送付

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）
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市内協力医療機関 (10 月 4日現在)

※ワクチンの供給量により上記の内容に変更が生じる場合があります。

ワクチンの種類 ファイザー社ワクチン(従来株とオミクロン株 BA.1 に対応した 2価ワクチン）

※オミクロン株 BA.4/5 に対応する 2価ワクチンは、11 月頃に国から供給予定となっています。そち

らのワクチンの接種を希望する方は、予約の際に各医療機関に直接確認してください。

集団接種の日程(10 月) ワクチンの供給量により内容が変更になる場合があります。

場所 保健センター(笠間市南友部 1966-1）

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 ℡ 0570-052-567(有料)へ電話予約

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分(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 10 月 3 日現在の情報です。国のワクチン接種方針の

変更やワクチンの供給等により変更となる場合があります。最新情報は、市ホームページを

ご確認ください。

医療機関 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・窓口対応はなし/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 当院で接種をした高校生以上の方のみ

佐藤医院 0296-72-0032 電話

下田整形外科 0296-73-0858 電話･窓口

たかだ脳神経外科

・内科クリニック
0296-71-8808 電話 接種実施 :月・木曜日 ※18歳以上

友

部

あさひクリニック 0296-78-5011 電話･窓口 定期受診されている方のみ

石橋内科医院 0296-71-3181 電話 当院で 4回目接種をした方の 5回目接種のみ

笠間市立病院 0296-77-0034 電話 定期受診されている方のみ

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:午後 3時～6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

※18歳以上

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・窓口対応はなし/定期受診時に相談

当院で接種をした方のみ

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 当院で接種をした方/定期受診されている方のみ

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 4回目接種をした方の 5回目接種のみ

接種日 接種対象 予約開始 ワクチン 対象年齢

23 日（日）

30日（日）

3回目

以降

10 月 10 日（月・祝）

午前 9時 30 分から

モデルナ社

※従来株とオミクロン株 BA.1 に

対応した 2価ワクチン

18歳以上

Web 予約

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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12 月 23 日任期満了に伴う笠間市議会議員一般選挙が 12月 11 日（日）に行われます。

立候補予定者説明会および出納責任者説明会を下記のとおり開催しますので、立候補予定者ま

たは代理者がご出席ください。

日時 10 月 27 日（木）午後 2時～

場所 市役所本所 2階 2-6、2-7 会議室

３ 笠間市議会議員一般選挙における立候補予定者説明会を実施します
問 市選挙管理委員会(総務課内：内線 207)

友部地区の渋滞緩和および利便性の向上を図るため、県立中央病院北側の道路整備を検討して

います。事業の概要や、今後の事業予定についての説明会を開催しますのでご参加ください。

日時 10 月 15 日（土）午前 10時 30 分～ 受付：午前 10時～

場所 友部公民館 3階 大ホール(笠間市中央 3-3-6)

４ 友部地区渋滞対策に伴う道路整備事業の説明会を開催します
問 建設課(内線 503)

ハロウィンフェス 2022 の会場で、マイナンバーカードの申請受付およびマイナポイントの申

込支援を行います。当日、会場でマイナンバーカードを申請された方に、クオカード 1,000 円分

をプレゼントします。※雨天等によりハロウィンフェスが中止となった場合でも実施します。

日時 10 月 30 日（日）午前 10時～午後 2時 30 分

場所 地域交流センターいわま「あたご」交流ルーム(笠間市下郷 4438-7)

マイナンバーカードの申請ができる方 ※申請の際に無料で顔写真撮影を行います

(1)笠間市内に住民登録をしている方

(2)申請者本人が会場に来ることができる方（15歳未満の方が申請するときは、法定代理人(親等)

が同行してください）

(3)初めてマイナンバーカードを申請する方

(4)1 か月以内に転出する予定がなく、通知カードを使用する予定がない方

※カードの受け取り方法は｢市役所窓口｣または｢自宅に郵送｣のいずれか一方を選んでください。

申請時の持ち物

・本人確認書類(以下の｢A書類 2点｣または｢A 書類 1点＋B書類 1点｣）

・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方のみ）

・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ）

※通知カードまたは個人番号通知書をお持ちの方に限り、A書類 1点または B書類 2点でも申請

可能です。

マイナポイントの申し込みができる方 マイナンバーカードをお持ちの方

申し込み時の持ち物

・マイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要です) ・電子マネー等キャッシュレス決済手段

・公金受取口座の登録に必要な、本人名義の金融機関名と口座番号(お子様の場合もお子様本人

名義の口座が必要です）

※マイナポイントの取得条件であるマイナンバーカードの申請期限が12月末まで延長されました。

５ マイナンバーカードをお持ちですか 問 岩間支所市民窓口課(内線 73185)

A 書類(写真付きのもの) B 書類(氏名、住所または氏名･生年月日がわかるもの)

・運転免許証 ・運転経歴証明書

・在留カード ・障害者手帳

・パスポート等

・健康保険証 ・医療費受給者証 ・母子健康手帳

・介護保険証 ・年金手帳または証書

・学生証や社員証(顔写真付き)等

国民健康保険税の納付は、口座振替にすると便利です。４ぺージ
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道路整備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 月中旬～令和 5年 2月下旬(うち 30日程度)

規制区間 笠間市稲田地内および来栖地内 ※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

規制内容 全面通行止め(夜間開放)、全面通行止め(終日)

施工業者 (有)小池工務店、(有)清水工務店

７ 道路整備に伴う交通規制を行います 問 建設課(内線 504)

国民健康保険は、皆さんの国民健康保険税などで運営されています。市では国民健康保険の医

療費について適正化を推進しています。適正な受診にご協力をお願いします。

〇柔道整復師(整骨院・接骨院)による施術は保険証の使用に制限があります

【保険証が利用できる症状】

外傷性の原因による打撲･ねんざ･挫傷･骨折や脱臼(緊急時以外は医師の同意が必要)

上記以外の日常生活における肩こりや腰痛、肉体疲労、交通事故や仕事上の負傷、保険医療機

関で治療中の症状等に対する施術は保険証が使えません。施術を受ける前にきちんと確認し、正

しく施術を受けましょう。

〇保険証を使用して鍼灸師の施術を受けるときは医師の同意書が必要です

【保険証が利用できる疾病】

はり･きゅう：神経痛･リウマチ･腰痛症･頚腕症候群･五十肩･頚椎捻挫後遺症

マッサージ：関節が自由に動かない、筋肉が麻痺しているなどの症状があり、治療上必要と認め

られた場合

〇ジェネリック医薬品を活用しましょう

ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に、新薬と同じ成分・効き目で作られた低価格

のお薬です。新薬と同等の薬を使いながら、薬にかかる自己負担額を節約できるというメリット

があります。価格や使用については、医師・薬剤師とよく相談してください。

ジェネリック医薬品希望シールを保険年金課および各支所市民窓口課で配布しています。手

軽に意思表示ができますのでぜひご利用ください。

６ 医療費の適正化にご協力ください 問 保険年金課(内線 140)

市税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
納期限内の納付をお願いします。
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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 1月中旬(予定)

規制区間 笠間市笠間地内

規制内容 道：片側通行止

西側歩道：通行止(午前 9時～午後 5時)

施工業者 (株)スガハラ

規制区間 笠間市池野辺地内

規制内容 道：片側通行止

歩道：通行止(午前 8時 30 分～午後 5時)

施工業者 (株)ゴミタ

規制区間 笠間市東平二丁目地内

規制内容 全面通行止(午前 8時 30 分～午後 5時)

施工業者 (株)イチゲ電設

※工事箇所および規制区間は、順次移動します。

８ 水道工事に伴う交通規制を行います 問 水道課(内線 71210)

墓地の管理者等が変更になっても手続きされず管理者不明となっている墓地が増えています。

適正な管理がされていない場合、墓地利用者が改葬等をすることができなくなってしまう場合

もありますので、今一度、ご自身や身内の方が承継する墳墓のある墓地について確認と手続きを

お願いします。

墓地：墳墓を設けるために許可を受けた区域

墳墓：遺体を埋葬し、または焼骨を埋蔵する施設

改葬：埋葬した遺体を他の墳墓に移す、または埋蔵する、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓ま

たは納骨堂に移すこと

９ 墓地の管理者変更は手続きが必要です 問 環境政策課(内線 125)

小中学生の登下校の見守りをお願いします。６ぺージ
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不動産取得税 不動産を取得したときにかかる県の税金です。

土地：売買、贈与、交換など

家屋：建築(新築、増築、改築)、売買、贈与、交換など

不動産を取得した方は、取得した日から 60 日以内に｢不動産取得申告(報告)書｣を税務課また

は、県税事務所に提出してください。

納税額 税額＝不動産の価格×税率(土地と住宅：3％、住宅以外の家屋：4％）

※不動産の価格：市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格

軽減措置 住宅や住宅用土地を取得した場合など、一定の要件を満たしていれば申請により軽減

措置を受けることができます。詳細は右上の二次元コードでご確認ください。

10 不動産取得税の軽減措置には申請が必要です
問 茨城県水戸県税事務所 課税第二課 ℡ 029-221-4820

HP：http://www.pref.ibaraki.jp/somu/zeimu/kikaku/zeimu.html

固定資産現所有者申告書 固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合、相続の手続き(名

義変更の登記等)が完了するまでの間、現に所有している方(相続人等)の中から代表者を決め

ていただき、申告書の提出をお願いします。

納税管理人申告書 納税管理人の設定および変更をする場合、または設定を解除する場合

家屋補充課税台帳登録名義人申告書(未登記家屋異動届)

登記されていない家屋を売買、贈与、相続した場合

家屋の滅失届 家屋を取り壊した場合

※各種届出用紙は、税務課、各支所地域課に備え付けてあります。また、市ホームページからダ

ウンロードできます(トップページ⇒｢税関係申請書等｣で検索）。

11 固定資産税に係る各種届出を提出してください 問 税務課(内線 112)

国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入の方が、交通事故など第三者(自分以外)から受けた

傷病で保険証を使用して治療を受ける場合は、保険年金課へ届け出が必要です。

○第三者行為とは

相手がいる交通事故や、傷害事件に巻き込まれた、他人の飼い犬にかまれた等

○このような場合も届け出が必要です

自損事故を起こした車に同乗していた、相手が不明の事故

自身の過失が大きい事故等(過失の割合に関係無く提出の義務があります。）

○保険証が使えないとき

通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります。）

飲酒運転や無免許運転、けんかや泥酔による負傷等

12 第三者行為でケガや病気をしたときは届け出が必要です
問 保険年金課 国民健康保険：（内線 140) 後期高齢者医療保険：（内線 141）

委員会を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 10 月 27 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 10 月 27 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。

13 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）

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。
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回収を希望する方は、事前申し込みが必要となります。ご希望の方は印鑑を持参のうえ、期

限内に手続きしてください。

【事前申込】

申込期限 11 月 11 日（金）

申込方法 所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、農政課へ提出してください。

持ち物 印鑑

【回収】

日時 12 月 14 日（水）午前 9時～午後 2時 ※時間内であれば何度でも持ち込みできます。

場所 笠間中央公園(笠間市平町 1718-1）

年間登録料 1 戸あたり 1,000 円

※単価は変動する場合があります。費用は実際の回収量に応じ後日請求します。

【注意事項】

・劣化が激しいものは回収できません。

・本事業は回収したプラスチックをリサイクルして再利用する取り組みです。当日、回収でき

ないと判断されるものはお引き取りいただく場合があります。

・初めて参加される方には、回収できないものや荷造りの仕方等の説明がありますので、窓口

での申し込みの際にご相談ください。

14 農業用廃プラスチックの回収を行います 申・問 農政課(内線 527)

種類 回収単価

農業用

ビニール

統一マーク農ビのプリントがされているもの(糸入り、劣化した

ものは収集不可）
56.3 円/kg

農業用

ポリエチレン

被覆用ポリフィルム、マルチフィルム、園芸用ポット、育苗トレ

イ、水稲育苗箱、肥料袋など
60.8 円/kg

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。

※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。

15 浄化槽は維持管理と法定検査が必要です
問 市 資源循環課(内線128) 市 下水道課(内線71112)

(公社)茨城県水質保全協会 ℡ 029-291-4000 県環境対策課 ℡ 029-301-2966

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

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
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市が発注する建設工事、建設コンサルタント等の業務委託および物品販売・役務の提供等の入

札(見積り)に参加を希望する場合には、市の入札参加資格者名簿への登録が必要です。

市の入札(見積り)に参加を希望される方は、参加資格審査申請書を提出してください。

入札参加資格者名簿への登載有効期間は、令和 5年 4月 1日～令和 7年 3月 31 日です。

なお、建設工事・建設コンサルタント等委託業務に関しては、茨城県入札参加資格共同受付へ

の申請となり、市では受付手続きができません。

〇建設工事・建設コンサルタント等委託業務 県ホームページ⇒｢土木部監理課｣で検索

申込方法 茨城県入札参加資格電子申請システムからお申し込みください。

申込期間 11 月 14 日（月）～12 月 14 日（水）

※茨城県入札参加資格電子申請システムを初めて利用する方は、事前手続きおよび予備登録が

必要となります。

事前手続き期間 10月3日（月）～21日（金） 予備登録期間 10月24日（月）～11月4日（金）

〇物品販売・役務の提供等 市ホームページ⇒｢参加受付｣で検索

申込方法 窓口へ持参または郵送(書留郵便)でお申し込みください。

申込期間 11 月 14 日（月）～12 月 14 日（水）

※期間を過ぎて送達された申請書は受理しません。郵送による提出は当日消印有効、信書便に

よる提出は当日通信日付印有効です。

※申請の要項および申請書等については、市ホームページからダウンロードしていただくか

窓口で配布しています。

16 入札参加資格の定期受け付けを行います 申・問 財政課(内線 220)

これまでの成人式を令和 5年から｢笠間市二十歳(はたち)の集い｣として開催します。10月31

日現在で笠間市に住民登録されている対象の方へ 11 月上旬に案内状を郵送します。詳細は市ホ

ームページをご確認ください。

日時 令和 5年 1月 8日（日）開場：午前 9時 式典：午前 10 時～

場所 笠間市民体育館(笠間市石井 2068-1）

対象 平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの方

※令和 4年11月1日以降笠間市に転入した方で参加希望の方、および進学・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ので、生涯学習課までご連絡ください。

17 令和 5年笠間市二十歳(はたち)の集いを開催します
問 生涯学習課(内線 385）

いつ起こるかわからない災害に家族でどのように備えればよいのかを一緒に学びま

しょう。子育て世代が準備しておくと便利な防災グッズなども紹介します。

オンラインも同時開催します。

日時 11 月 20 日（日）午前 10時～11 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）

定員 来場：20名 オンライン：30 名 ※定員に達した場合は抽選

参加費 無料

申込方法 申込フォーム(右上の二次元コード)からお申し込みください。

申込期限 10 月 31 日（月）

18 ｢小さな子どもの命を守る 家族で備える防災講座｣を開催します
申・問 NPO 法人子連れスタイル推進協会 ℡ 029-886-8985 https://rb.gy/mokgso

市 秘書課(内線 224)

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。
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場所 笠間市消費生活センター(地域交流センターともべ 内：笠間市友部駅前 1-10）

内容 ・相談は 1件あたり 1時間程度です。 ・相談のみで案件を依頼することはできません。

・すでに弁護士に依頼している案件、係争中や同一案件の繰り返し利用はご遠慮ください。

対象 市内在住の方

定員 各日 4名(要予約、先着順）

申込方法 事前に電話でお申し込みください。

19 法律と登記等に関する無料相談会を開催します
申・問 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

日時 内容

11 月 15 日(火)

12 月 20 日(火) 午前 10時～午後 3時

（正午～午後1時を除く)

登記等に関する相談:司法書士 奥村 洋史さん
おくむら ひ ろ し

11 月 18 日(金)

12 月 17 日(土)
無料法律相談：元大学教授(法学部) 山口 康夫さん

やまぐち や す お

弁護士、司法書士、消費生活相談員が無料で相談に応じ、秘密は厳守します。

対象 多重債務者で借金の返済にお困りの方

定員 各会場 5名(先着順）

申込方法 事前予約制です。電話でお申し込みください。

申込期間 11 月 1 日（火）～21 日（月）定員になりしだい締め切り

20 多重債務者のための無料法律相談会を開催します
申・問 県生活文化課 ℡ 029-301-2829

日時 場所

11 月 28 日（月） 午後 1時～5時 古河市役所 古河庁舎(古河市長谷町 38-18)

11 月 29 日（火） 午後 1時～5時 日立シビックセンター(日立市幸町 1-21-1）

11 月 30 日（水） 午後 4時～8時 県水戸合同庁舎(水戸市柵町 1-3-1）

12 月 1日（木） 午後 1時～5時 つくば市豊里交流センター(つくば市高野 1197-20)

茨城県最低賃金は 10 月 1 日から時間額 911 円になりました。

最低賃金引き上げに関して、事業継続や雇用維持に尽力する中小企業・小規模事業者への支援

策は、次へご相談ください。

最低賃金改正について：茨城労働局賃金室 ℡ 029-224-6216

専門家による無料相談：茨城働き方改革推進支援センター ℡ 0120-971-728

業務改善助成金：業務改善助成金コールセンター ℡ 0120-366-440

21 茨城県最低賃金が改正されました 問 茨城労働局賃金室 ℡ 029-224-6216

｢業務改善助成金｣は、最低賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する

助成金です。9月から原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例

の対象とし、設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成

率の引き上げなどを行っていますので本助成金の活用をご検討ください。詳しくは、右上の二次

元コードをご覧いただくか、お問い合わせください。

22 業務改善助成金をご活用ください

問 業務改善助成金コールセンター ℡ 0120-366-440

この制度を利用して自筆で書いた遺言書を法務局で保管することにより、大切な遺言書

の紛失や改ざん等を防止することができます。詳しくはお問い合わせください。

23 自筆証書遺言書保管制度をご利用ください
問 水戸地方法務局供託課 ℡ 029-227-9917

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。10ぺージ
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むき栗の技術習得を目指す養成講座を開講します。この機会にぜひご参加ください。

日時 11 月 2日（水）午後 2時～4時

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

講師 KKT6(かさまの栗つたえ隊）、KKT6 サポーターズ

対象 栗のむき栗加工に意欲のある方、むき栗加工の仕事に興味のある方

定員 20 名(定員を超えた場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 窓口で直接または電話でお申込みください。※第 1回参加者を除く

申込期限 10 月 24 日（月）

24 第 2 回「笠間の栗」むき子マイスター養成講座を開講します
申・問 (一財)笠間市農業公社(笠間市中央 3-2-1) ℡ 0296-73-6439

歳末たすけあい募金運動でご協力いただいた募金から、援護を必要とする世帯へ自己申告方式

により、援護金を配分する事業です。

対象 10 月 1日現在で、世帯全員の市民税が非課税で笠間市に 6ヶ月以上住所を有し、現に居住

している世帯で、次のいずれかに該当する世帯。

申込方法 印鑑、振込先口座が確認できるもの(通帳等)をお持ちのうえ、窓口で直接お申し込み

ください(代理申請可）。

配分方法 指定口座に入金されます。振り込みは、12月16日（金）を予定しています。

申込期限 11 月 11 日（金）

※対象世帯が 2つ以上該当する場合でも申請はいずれか 1つとなります。

※生活保護世帯や施設入所者、長期入院者(6 か月以上)は対象になりません。

25 歳末たすけあい援護金を配分します
申・問 笠間市社会福祉協議会 本所 (笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-77-0730

笠間支所 (笠間市石井 717) ℡ 0296-73-0084

岩間支所 (笠間市下郷 5139-1) ℡ 0299-45-7889

対象世帯 条件

準要保護 準要保護の認定を受けている世帯

身体障がい者(児)

知的障がい者(児)

精神障がい者(児)

身体障害者手帳 1級所持者のいる世帯

療育手帳 Ⓐ・A所持者のいる世帯

精神障害者保健福祉手帳 1級所持者のいる世帯

ひとり親

(母子・父子）

ひとり親世帯で満 18歳まで(満 18 歳到達後の最初の 4月1日までの間に

ある)の子がいる世帯

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。

ひとり暮らし高齢者

高齢者

75歳以上のひとり暮らし高齢者世帯

75歳以上の高齢者のみの世帯

※親族等が同一敷地で暮らす世帯は対象になりません。

要介護認定 4・5 要介護認定 4・5の方がいる世帯

｢笠間市就職情報ナビ2023｣は、市内企業の求人･インターンシップに特化した就職情報

サイトです。無料で閲覧・応募ができますので、地元での採用活動のツールとしてぜひ

ご活用ください。サイトへの情報掲載についても現在受付中です。

対象 市内での就職・インターンシップを希望する全ての学生・第2新卒者

26 笠間市就職情報ナビ2023をご活用ください 問 商工課(内線 510)

｢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。
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台風や大雨の時にダムの貯水位などの情報を

スマートフォンから確認できます。

二次元コードからご覧ください。

27 飯田ダムの水位が確認できます
問 茨城県水戸土木事務所 飯田ダム管理事務所 ℡ 0296-72-7950

茨城県
河川情報システム

国土交通省
川の防災情報

犯罪被害を防止するためには、市民一人ひとりの心がけが重要です。周りの人たちと防犯に

ついての情報共有をしましょう。最近多いニセ電話詐欺、住宅侵入窃盗、自動車盗難等には特

に注意してください。

運動期間 10 月 11 日（火）～20 日（木）までの 10日間

スローガン ｢防犯は 鍵かけ 声かけ 心がけ」

〇里親を知るところから始めてみませんか

それぞれの理由で生まれた家庭で暮らせない子どもたちは全国に約45,000 人、県内には約700

人います。そのような子どもたちを一定期間、家庭環境の中で養育するのが｢里親制度｣です。

県では、子どもたちが安心して生活できる家庭(里親)を求めています。少しでも｢関心がある｣

｢話を聞きたい｣と感じた方はお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策として実践している、新しい働き方・休み方をこれからも続け

ていくためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度

や、労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制

度の導入が効果的です。年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

明治 3年に太政官布告が公布された日にちなみ、10月18日は｢統計の日｣とされています。

世の中の姿を正確に表す統計調査の結果は、国や地方公共団体の行政施策を立案するための基

礎資料として用いられるほか、研究・教育活動、経済活動など幅広い分野で利用されています。

統計調査にご協力をお願いします。

28 10 月の月間・運動のお知らせ

全国地域安全運動を実施しています 問 市民活動課(内線 135)

毎年10月は里親月間です
問 児童家庭支援センターあいびー ℡ 029-291-3770

10 月は｢年次有給休暇取得促進期間｣です
問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

統計調査にご協力ください 問 企画政策課(内線 556)

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。12 ぺージ
2022-1006



〇健康講座｢腰痛予防」

腰痛予防・セルフケア方法を講義と簡単な体操で学び、今後の日常生活に役立てましょう。

日時 11 月 15 日（火）午後 1時 30 分～3時

場所 笠間公民館 和室(笠間市石井 2068-1)

講師 水戸赤十字病院 理学療法士 金子 哲さん、作業療法士 原部 可菜さん
か ね こ さとし は ら べ か な

対象 市内在住の方

定員 20 名

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。

申込期限 11 月 2 日（水）

〇こころの相談室 10～12 月分
こころの悩みやひきこもりの問題などについて、ご本人や家族の方の相談を精神保健福祉士との

個別面談でお受けします。事前予約制で相談内容は秘密を厳守しますのでお気軽にご相談ください。

〇こころのデイサービス 友(TOMO）

こころの病を持つ方を対象にグループ活動を実施しています。参加には、医師の意見書が必要

ですので事前にご相談ください。

日時 水曜日または木曜日(月 2回) 午前 10 時～午後 2時

場所 保健センター

対象 回復状態にある精神障害者で就労に自信のない方や家にひきこもりがちな方

内容 作業療法士や保健師との創作活動(手芸、工作等）、調理実習、レクリエーション、個別相談

30 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 場所

11 月 17 日（木） 午後 2時～4時 保健センター

12月 14 日（水） 午後 1時 30 分～3時 30 分 地域福祉センターいわま(笠間市下郷 5139-1）

茨城県警察公式アカウントでは防犯や事故防止、迷子や行方不明、不審者などさまざまな情報

を発信しています。二次元コードからアクセスできます。

29 安心安全に役立つ情報を発信しています
問 笠間警察署 ℡ 0296-73-0110

Instagram

元気で健やかに暮らすために自身の食事について振り返り、一緒に考えてみませんか。

日時 11 月 10 日（木） 午後 2時～3時 受付：午後 1時 45 分～

場所 笠間公民館 中会議室(笠間市石井 2068-1)

内容 講話：元気で長生きの食事の秘訣

講師 保健センター 管理栄養士 他

対象 市内在住の方

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。定員になりしだい締め切ります。

31 健康座談会(メディカルカフェ)～みんなの相談室～
申・問 地域包括支援センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-78-5871

YouTube twitter 防犯メール

令和4年10月 6日 第 4 ｰ 13号
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事前予約は不要ですので、直接会場にお越しください。

日時 10 月 29 日（土）午前 9時～正午

場所 ザ・ヒロサワ・シティ会館 集会室(水戸市千波町東久保 697)

県内在住でひきこもり問題で悩んでいる方やご家族を対象に出張相談を行います。相談は無

料ですので、一人で悩まずお気軽にご連絡ください。

日時 11 月 1日（火）午後 1時～4時 ※相談 1件 50 分

場所 地域福祉センターともべ A館(笠間市美原 3-2-11）

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

申込期限 10 月 29 日（土）

司法書士・社会福祉士・税理士による成年後見等に関する無料相談会を実施します。相談に

応じられる件数に限りがありますので、事前にお申し込みください。

日時 10 月 29 日（土）午前 10 時～午後 3時

場所 茨城司法書士会館(水戸市五軒町 1-3-16)

申込方法 前日までに電話でお申し込みください。

成年後見人の活動をしている方向けに相談会を実施します。一人で悩まずご相談ください。

対象 定住自立圏域(水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市・大洗町・城里町・東海

村)にお住まいの方、もしくは被後見人等がお住まいの方で既に成年後見人・保佐人・補

助人・任意後見人の活動をしている方

定員 各回 3名(先着順)

参加費 無料

申込方法 各回開催の 1週間前までに電話でお申し込みください。

32 無料相談会

調停手続き無料相談会 問 水戸調停会 ℡ 080-4838-0202

ひきこもりの相談を受け付けます
申・問 茨城県ひきこもり相談支援センター ℡ 0296-48-6631 メール info@ibahiki.org

成年後見相談会
申・問 (公社)成年後見センター・リーガルサポート茨城支部 ℡ 029-302-3166

成年後見人向け相談会
申・問 水戸市社会福祉協議会 権利擁護サポートセンター ℡ 029-309-5001

日時 場所

11 月 10 日（木）

午後 1 時 30 分

～3時 30 分

小美玉市役所玉里総合支所(小美玉市上玉里1122)

11 月 12 日（土） 水戸市福祉ボランティア会館(水戸市赤塚1-1)

11 月 21 日（月） 東海村役場別館(那珂郡東海村東海3-7-1)

11 月 22 日（火） 地域医療センターかさま(笠間市南友部1966-1)

11 月 29 日（火） ひたちなか市総合福祉センター(ひたちなか市西大島3-16-1)

セミナーとブース形式の企業説明会です。自分に合う仕事･企業を決めるために必要

な情報を集める機会にぜひ活用ください。申込は不要ですので直接お越しください。

日時 11 月 12 日（土）セミナー:午前 11時～11時 45分 説明会:午後 1時～3時 30 分

場所 いばらき就職支援センター(水戸市三の丸 1-7-41)

対象 15 歳～おおむね 40歳の求職者、令和 5年 3月卒業予定の学生

参加費 無料

33 いばらき就職・転職フェア 問 NPO 法人雇用人材協会 ℡ 029-300-1738
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初心者にも分かりやすい日本刀の楽しみ方講座です。

日時 11 月 3日（木・祝）午後 2時～3時 30 分

場所 友部図書館 2階 視聴覚室(笠間市平町 2084)

講師 茨城県立歴史館 学芸員 田中 伸吾さん
た な か し ん ご

定員 30 名(先着順)

参加費 無料

申込方法 友部図書館窓口で直接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。

申込期間 10 月 15 日（土）～11 月 1日（火）

35 歴史館出前講座「日本刀のイロハ」
申・問 友部図書館 ℡ 0296-78-1200

子育てを頑張っている皆さん、リフレッシュしませんか。託児付きですので安心してご利用く

ださい。

体力編：気になる体のためのヨガ ヨガと健康の為のリラクゼーションです。

制作編：ポ―セリンアート シールを張り付け窯で焼きオリジナルのカップを作ります。

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。電話での受付は行いません。

申込期間 11 月 1 日（火）～10 日（木）

36 ママ・リフレッシュ
申・問 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) ℡ 0296-77-8340

日時

場所

11月11日（金）
午前10時30分

～11時30分

笠間市児童館

11月15日（火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま3階）

11月18日（金） 笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

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。

日時 11 月 16 日（水）、22 日（火）午前 10時 30 分～11 時 30 分

場所 笠間市児童館

講師 小林 純子さん
こばやし じゅんこ

参加費 500 円 ※申し込み時にご持参ください。

模擬店や野菜販売の他、お楽しみ出店、ダンスやコンサート披露を予定しています。仮装来場

者への景品プレゼントもあります。

日時 10 月 30 日（日）午前 10時～午後 3時 ※雨天中止

場所 地域交流センターいわま｢あたご｣（笠間市下郷 4438-7）

34 ハロウィンフェス 2022
問 地域交流センターいわま｢あたご｣ ℡ 0299-57-3357

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。

令和4年10月 6日 第 4 ｰ 13号

15 ぺージ
2022-1006



身近な樹木や草花など自然の魅力を知っていただくため、自然観察会を開催します。

当日はハイキングできる服装でご参加ください。親子での参加もお待ちしています。

日時 11 月 12 日（土）午前 9時～正午 ※昼食はとらずに解散します。小雨決行です。

場所 笠間湖(飯田ダム周辺)

講師 茨城県環境アドバイザー 安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
あ み た ま こ よしたけ わ じ ろ う

対象 自然観察に興味のある方

定員 30 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 無料

持ち物 マスク、飲み物、植物等の図書、雨具(傘･長靴)、杖(ステッキ）、筆記用具など

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 11 月 1 日（火）

※いばらき電子申請・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。

37 第 76 回 自然観察会 申・問 環境政策課(内線 125)

体験メニューの体験予約サイトへの登録促進や、付加価値化や差別化できるような登録情報の

磨き上げなどに興味のある方は、ぜひご参加ください。

定員 20 名(先着順)

参加費 無料

申込方法 電話またはメールでお申し込みください。

申込期限 10 月 31 日（月）

39 かさましこ 体験×学び 体験型観光商品の造形・磨き上げ

ワークショップ/セミナー
申・問 ㈱JTB 宇都宮支店 ℡ 028-614-2171 メール h_ito003@jtb.com

内容 日時 場所

事例から学ぶラーニングバケーション
11月 8日(火)

午後 5時～7時

笠間公民館 大会議室

(笠間市石井 2068-1)

商品造成/磨き上げワークショップ
11月25日(金)

午後 5時～7時30 分

益子町中央公民館 研修室

(栃木県芳賀郡益子町益子 3667-3）

販売力強化セミナー
12月 7日(水)

午後 5時～7時
笠間公民館 大会議室

東日本大震災により津波と原発事故で未曽有の被災地となった、福島県の災害廃棄

物処理の現状を見て、あらためて大震災について理解を深めてみませんか。

日時 11 月 14 日（月）集合出発：午前 7時 30 分 帰着予定：午後 5時 30 分

集合場所 市役所本所 第一駐車場(友部公民館裏側）

研修先 請戸小学校・原子力災害伝承館
うけ ど

定員 15 名(応募者多数の場合は抽選）

参加費 3,000 円(昼食代、見学料等）

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。

詳細は、申込後通知します。

申込期限 10 月 27 日（木）

38 ごみを考える会 視察研修 申・問 資源循環課(内線 128)

小さな命大切に。犬・猫の不妊、去勢手術をしましょう。16 ぺージ
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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 12 月 6日～令和 5年 2月 21 日の毎週火曜日 午後 1時～3時

場所 フロイデ総合在宅サポートセンター友部

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を高齢福祉課、各支所福祉課で実施しています。

定員 10 名程度(先着順）

参加費 1,500 円(全 12 回分）

申込方法 フロイデ総合在宅サポートセンター友部へ直接電話でお申し込みください。

申込期限 11 月 18 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。

42 介護予防教室「元気すこやか教室」
申 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) ℡ 0296-73-5577

問 市 高齢福祉課(内線174)

受験資格 農学科/畜産学科/園芸学科：高校等を卒業または令和5年3月に卒業もしくは修了見込みの方

研究科：農業大学校学科卒または短大等卒以上もしくは卒業見込みの方

授業料等 入学試験手数料：2,200 円、入学料：5,650 円、授業料：年 118,800 円、教材費ほか

40 令和 5年度茨城県立農業大学校入学生募集
申・問 茨城県立農業大学校 入試事務局 ℡ 029-292-0010

学科名 募集人員 願書受付期間

農学科 40名 推薦入試：10月 3日（月）～21 日（金）

一般入試：前期/11 月 14 日（月）～12 月 9 日（金）

後期/令和 5年 1月 30 日（月）～2月 22 日（水）

畜産学科 10名

園芸学科 30名

研究科 10名 一般入試：11月 14 日（月）～12月 9 日（金）

日時 11月2日、9日、16日、30日・12月7日、14日・令和5年1月11日、18日の水曜日(全8回)

午前 10 時～午後 4時

場所 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ 会議室

対象 盲ろう者向け通訳、介助員を目指す意思のある方で講習会修了後通訳、介助員として活動

ができる方

参加費 3,000 円(資料代）

定員 15 名(定員を超えた場合は書類選考のうえ決定）

申込方法 ①氏名(ふりがな)②年齢③郵便番号④住所⑤連絡先⑥障がい有無⑦手話、点字、要約筆

記、視覚障がい者向けのガイドヘルパーの経験等の有無⑧応募動機を電話またはFAX、

ハガキでお申し込みください。

申込期限 10 月 22 日（土)

41 盲ろう者向け通訳・介助員養成講習会
申・問 茨城県立聴覚障害者福祉センター やすらぎ

〒310-0844 水戸市住吉町 349-1 ℡ 029-248-0029 FAX 029-247-1369

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。
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〇モーニングタンゴコンサート アルゼンチンと南米の音楽が中心のタンゴコンサートです。

〇ポールウォーキング体験会 2本のポールを使って、姿勢よく、関節への負担を減らして楽に

歩きましょう。運動が苦手な方でもぜひご参加ください。

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。

※当日はマスクの着用をお願いします。

46 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 27 日（木）開場：10時 開演：10時 30 分

出演 ギター：大柴 拓さん ヴァイオリン：外薗 美穂さん、ピアノ：小林 萌里さん
おおしば たく ほかぞの み ほ こばやし もえ り

定員 90 名(先着順）

入場料 500 円

日時 11 月 7 日（月）①午前 10時～11時 30 分 ②午後 1時 30 分～3時

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 各回 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。

石製品の展示販売や石積み、職人の熟練した技を堪能できる｢石匠実演｣などを実施します。

日時 10 月 28 日（金）～30日（日）午前 9時～午後 4時

場所 桜川市役所 大和庁舎 駐車場内(桜川市羽田 1023）

内容 石製品の展示販売、石匠実演など ※石山見学ツアーは 28 日(金)のみ実施･要予約

44 いばらきストーンフェスティバル 2022
問 茨城県石材業協同組合連合会 ℡ 0296-74-2049

手作りの作品を作家自身が販売します。旬な地元素材の美味しい食べ物、癒しの音楽などで

のんびり楽しんで、秋のひと時を過ごしてみませんか。ぜひお出かけください。

日時 11 月 6日（日）午前 9時 30 分～午後 3時 30 分 ※小雨決行、悪天候の場合は中止

場所 香取小原神社(笠間市小原 4021：大原グラウンド隣）

45 第12回 ともべマルシェ 問 ともべマルシェ実行委員会 ℡ 090-3699-1228

身近な生活の中で出来る防災、減災を学んでみませんか。炊き出し訓練と防災・減災について

のワークショップを開催します。

日時 11 月 23 日（水・祝）午前 9時～正午

場所 地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11）

定員 25 名(先着順)

参加費 無料

対象 市内在住または通学している中・高・大学生

申込方法 申込書をホームページからダウンロードのうえ、窓口で直接お申し込みください。

申込書は窓口にも用意しています。

申込期限 11 月 11 日（金）定員になりしだい締め切り

43 チャレンジボランティアスクール 2022
申・問 笠間市社会福祉協議会(笠間市美原 3-2-11) ℡ 0296-77-0730

国民健康保険は、皆さんの納める保険税で支えられています。
18 ぺージ
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〇井筒屋クラフト DAY Vol.4 笠間焼とハンドメイド、飲食物販売もあります。菊まつりとと

もにお楽しみください。※菊会場奥芝生広場で開催、入場無料

日時 10 月 29 日（土）、30日（日）午前 10 時～午後 4時 ※雨天決行、荒天中止

〇茨城・笠間の歴史と音楽 ～教育における音楽の返遷～と題したお話と演奏会

47 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 11 月 6日（日）開場：午後 1時 45 分 開演：午後 2時

出演 お話：鈴木 のりゆきさん 演奏：丹家 りんこさん
す ず き た ん げ

定員 15 名(先着順)

入場料 2,500 円

申込方法 事前に窓口で直接または電話でお申し込みください。

〇HARP MINILIVE 2022 珍しいハープ弾き歌いをアットホームな雰囲気の中でお楽しみください。

〇パステルシャインアート・グループ作品展

日時 11月2日（水）～6日（日）午前10時～午後4時 ※初日は正午から、最終日は午後3時まで

48 笠間の家イベント 申・問 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) ℡ 0296-73-5521

日時 10 月 30 日（日）開場：午後 2時 45 分 開演：午後 3時

出演 早川 ちひろさん
はやかわ

定員 20 名

入場料 全席自由 予約：1,500 円 当日：1,800 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。

申 笠間の家 ℡ 0296-73-5521、丘の上音楽教室 ℡ 0296-73-0704

幼児から大人まで参加できる親子交流・三世代交流を目的とした楽しい体験型文化祭を開催

します。ぜひご家族でお越しください。

場所 友部公民館(笠間市中央 3-3-6)

入場料 無料

49 第14回 You･遊文化スクール 問 笠間市文化協会 枝川 ℡ 0296-78-0948

日時 内容 会場

11月12日（土）

午後 1時 茶の湯(立礼)体験 先着 50 名 1階ロビー

午後 2時
和・洋 芸術文化鑑賞会 開場：午後 1時 30 分

日本舞踊：花柳太純乃会 ピアノ独奏：小林 萌里さん
はなやぎ た すみ の かい こばやし もえ り 3階ホール

いばらき初の NHK レギュラー陣、豪華女性民謡歌手が勢揃いのコンサートです。民謡･歌謡を

楽しみましょう。

日時 11 月 27 日（日）午後 2時 30 分～5時

場所 地域交流センターともべ （笠間市友部駅前 1-10）

出演 歌：比気由美子さん、佐々木理恵さん、吉田昌紀子さん、會澤 あゆみさん、谷島明世さん
ひ き ゆ み こ さ さ き り え よしだ ま き こ あいざわ やじま あきよ

津軽三味線：踊 正太郎さん 鳴物：田辺 三花さん ほか
よう しょうたろう た な べ み か

定員 135 名

入場料 全席自由席：2,500 円

申込方法 電話でお問い合わせください。

50 笠間民謡歌謡祭 問 茨城うた 未来プロジェクト実行委員会 ℡ 080-1182-5133

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。
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〇11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 11 月 6日（日）午前 10時～正午

内容 テーマ：最近の行政・自治体事情～何が問題で、どう考えるか?

講師：笠間ふれあい大学 学長/常磐大学教授 (学科長) 吉田 勉さん
よ し だ つとむ

参加費 1,000 円(飲み物付き)

申込期限 11 月 3 日（木・祝）

〇音楽ライブ 仲野亜紀子とジャズを楽しむ集いです。マスク着用でご参加ください。

日時 11 月 27 日（日）午後 2時～4時

出演 ボーカル：仲野 亜紀子さん ピアノ：石川 次郎さん サックス：飯田 和治さん
な か の あ き こ いしかわ じ ろ う い い だ かずはる

ベース：清水 尭斗さん ドラム：江口 修一さん
し み ず あ き と え ぐ ち しゅういち

入場料 2,500 円(飲み物付き)

申込期限 11 月 24 日（木）

場所 ふれあいサロンかさま～る (笠間市笠間 2247-1）

定員 各回 30 名(先着順）

申込方法 電話、FAX またはメールでお申し込みください。

53 ふれあいサロンかさま～る イベント
申・問 (特非)グラウンドワーク笠間 ℡ 090-8800-3248

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

日時 11 月 23 日（水・祝）午後 1時 30 分～3時 30 分 開場：午後 1時

場所 地域交流センターともべ (笠間市友部駅前 1-10）

内容 群読｢焼けあとのおにぎり･ラブレター｣、朗読｢明日にひろがる物語｣ほか、クラリネット演奏

定員 80 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。

※参加する方はマスク着用・検温・手指の消毒にご協力ください。

52 読み語りの会｢ゆるり」おはなし会 申・問 根本 ℡ 090-2628-3186

〇丘の上古本市+にゃんぱら! 古本とねこ好きのためのクラフト市です。

日時 10 月 22 日（土）・23 日（日）午前 10 時～午後 4時

〇ボタニカルライフ 植物をテーマにしたクラフトイベントです。

日時 11 月 12 日（土）・13 日（日）午前 10 時～午後 4時

〇カラフル 日々をカラフルにするマルシェです。

日時 12 月 3日（土）・4日（日）午前 10 時～午後 4時

場所 笠間工芸の丘(笠間市笠間 2388-1)

51 笠間工芸の丘 イベント
問 Book KASAMA メール info@bookkasama.com HP https://bookkasama.com


