
※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茨城県事業継続臨時応援金を支給します

④市・県民税の申告相談のお知らせ

⑤皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続き制度～

⑥心身に障がいのある方に対する自動車税

(種別割)減免申請の出張窓口を開設します

⑦年末年始にむけて悪質商法等の詐欺に

ご注意ください

⑧文化活動事業費を助成します

⑨笠間市消防出初式に伴いサイレンを鳴らします

⑩水道工事に伴う交通規制を行います

⑪県下中学校交歓笠間市駅伝大会の開催に伴い

交通規制を行います

⑫特設無料人権相談を実施します

⑬国民健康保険税の納め忘れはありませんか

⑭｢いばらきシニアカード｣協賛店舗を

募集しています

⑮いばらき出会いサポートセンターに

登録しませんか

⑯シェアサイクル｢かさま CYCLING｣の

実証追加ポートの設置を延長します

⑰保健センターからのお知らせ

⑱茨城労働局から事業主の方へお知らせ

⑲送電線付近での農事用ビニール等の

舞い上がり防止にご協力ください

■教養・文化・交流 他

⑳企画展｢心のありか-いのり･ふるさと･うた-」

㉑石の百年館企画展

「笠間焼誕生 250 年記念 笠間長石展｣

㉒ママ・リフレッシュ

㉓かさま歴史交流館 井筒屋イベント

㉔地域交流センターともべ イベント

㉕笠間の家イベント

㉖女性のための創業セミナー

㉗読み語りの会

㉘県立筑西産業技術専門学院生の追加募集
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【回覧】お早めに回してください 全12 ページ(A3…3 枚)

新型コロナウイルス感染症の感染症患者数が増加傾向にあります。これから年末年始に向け

人の動きが活発になり、感染リスクが高まる機会が増加します。引き続き必要な場面でのマス

クの着用、手洗い、手指消毒、うがい、3 密(密接・密集・密閉)の回避、こまめな換気など基本

的な感染症対策を徹底し、一人ひとりが感染防止のためにできることを実践しましょう。

① 新型コロナウイルス感染症関連情報(12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



武田社ワクチン（ノババックス）は、新型コロナワクチンの 1・2回目接種が完了した方の 3回

目接種のワクチンとして使用されていましたが、国の法令改正により、11 月 8日からノババック

スでの 4・5回目の接種ができるようになりました。

ノババックスは不活化ワクチンで、ワクチンの成分には現在流行の中心であるオミクロン株に

対応した成分は含まれていませんが、オミクロン株に対しても一定の効果が期待できるとされて

います。

市では現在、ファイザー社およびモデルナ社のオミクロン株対応 2価ワクチンでの接種を行っ

ていますが、これら以外のワクチンでの接種を希望される方については、従来型のノババックス

での接種が可能となり、ワクチンの選択肢が広がりました。

なお、ノババックスの追加接種は、前回接種した新型コロナワクチンの種類に関わらず接種で

きる、交互接種が認められていますが、ファイザー社およびモデルナ社のオミクロン株対応のワ

クチンを接種した方は、ノババックスの接種を受けることはできません。また、11 月 8日以降ノ

ババックスを接種した方は、オミクロン株対応のコロナワクチンを接種することができません。

対象者 2 回目接種を完了した 18 歳以上で、オミクロン株対応ワクチンを接種していない方

接種間隔・回数 前回接種完了から 6か月以上の間隔をおいて 1回接種

接種場所 市立病院(笠間市南友部 1966-1）

※1月から開始予定です。接種を希望される方は電話でご相談ください。

市立病院 ℡ 0296-77-0034

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）

武田社ワクチン(ノババックス)の追加接種について
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「問」は問い合わせ先、「申」は申し込み先の略です。

コロナ禍からの回復が遅れ、価格転嫁も進まないこと等により、売上高(事業収入)が減少

し、経営環境が特に悪化している事業者(中小企業者・農林水産業者等)を応援するため、臨時

応援金を支給します。

支給額 一律 10 万円 ※1事業者あたり 1回限り

対象 ・申請時点において茨城県内に本社・本店を有する法人、または県内在住の個人事業者

・令和3年において法人税または所得税の納税地を県内としていること

・令和4年の売上高(事業収入)が令和 3年の売上高(事業収入)と比較して 20％以上減少

していること(①1～10 月、②1～11 月、③1～12 月のいずれかの期間で比較）

・令和 3年の年間売上高(事業収入)が 120 万円以上であること

・個人事業者で給与や年金等の収入がある場合、売上高(事業収入)が他の収入以上であ

ること

・農業者については、次のいずれかの経営体であること

農業法人、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者

申込方法 電子申請または郵送でお申し込みください。

送付先：〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 茨城県事業継続臨時応援金審査デスク 宛

※詳細は二次元コードからご確認ください。

申込期限 令和 5年 1月 31 日（火）

③ 茨城県事業継続臨時応援金を支給します
問 茨城県事業継続臨時応援金 相談窓口 ℡ 029-301-2802（平日：午前 10 時～午後 7時）



令和5年度の市・県民税の申告相談ならびに令和4年分確定申告について、次のとおり行います。

詳細は、例年｢市・県民税申告パンフレット｣にて 12 月中旬に区長回覧でご案内していました

が、今回から｢広報かさま 1月号｣(令和 5年 1月 5日（木）発行)の折込でご案内します。

申告期間 令和 5年 2月 16 日（木）～3月 15 日（水）※土・日・祝日は除く。

ただし、日曜申告は 2月 26 日（日）のみ開場します。

申告時間 午前 9時～午後 5時

場所 市役所本所 教育棟 2階(笠間市中央 3-2-1)

【前回との主な変更点】

④ 市・県民税の申告相談のお知らせ 問 税務課(内線 113)

〇日曜申告は、2月 26 日（日）のみ開場します。

〇予約・変更の受付開始日 2月 7日（火）～

予約できるのは、2 週間先までになります。

【例】2月 7日（火）時点では 2月 21 日（火）まで予約可

3月 1日（水）時点では 3月 15 日（水）まで予約可

〇申告の義務があると見込まれる方への期日・時間帯を指定したはがき(期日・時間帯指定)を

令和 5年 1月 27 日（金）発送予定です。

令和4年 12月 15日 第 4 -18号
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次の案件について、パブリック・コメントを行います。｢パブリック･コメント手続き制度｣は、

市の主要な施策や事業の立案を行う際に、案を広く公開し、意見や情報をできる限り反映させる

制度です。実施期間中は市公式ホームページ、市役所本所・各支所、各公民館、各図書館で案を

閲覧できます(市ホームページ⇒｢パブリック・コメント｣で検索)。

皆さんのご意見、ご提案をお聞かせください。

案件名 笠間市個人情報保護法施行条例(案)

案の趣旨

これまで個人情報の保護については、国や地方公共団体、民間事業者等がそれぞれの機関を対

象とする法律や条例等により、その取扱いを規定していましたが、デジタル化に対応した｢個人情

報保護｣と｢データ流通｣の両立が要請される中、機関ごとの規定の相違によるデータ流通の支障

などから、令和 3年 5月に｢デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律｣が成

立しました。あわせて｢個人情報の保護に関する法律｣が改正され、これまで別々であった個人情

報の取扱いに関する規定が一本化されることになり、令和 5年 4月からは、改正法の規定が全国

共通ルールとして適用されることとなったことから、現在の個人情報保護条例を廃止し、笠間市

個人情報保護法施行条例を制定するものです。

意見の提出方法

窓口で直接または郵便、FAX、メールで提出してください(書式自由）。

※いただいたご意見は、市から回答するとともに市ホームページに掲載します。

意見募集期間 12 月 27 日（火）～令和 5年 1月 23 日（月）

⑤ 皆さんの意見をお聞かせください

～パブリック･コメント手続き制度～
問・提出先 総務課(内線 206） 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1

FAX 0296-78-0612 メール info@city.kasama.lg.jp

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。



県では、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳の交付を受け

ている方に対し、障がい等級が一定の要件を満たしている場合には自動車税(種別割)を減免す

る制度を設けています。

次の日程で減免申請の出張窓口を開設しますのでご利用ください。必要な書類等の詳細は

水戸県税事務所までお問い合わせください。

日時 令和5年2月 2日（木）午前10時～正午、午後1時～4時

3日（金）午後1時～4時

場所 市役所本所 1階 社会福祉課前 相談室(笠間市中央 3-2-1）

※水戸県税事務所では年間を通じて申請を受け付けています。

※軽自動車税(種別割)の減免は笠間市役所税務課での手続きとなります。

⑥ 心身に障がいのある方に対する自動車税(種別割)減免申請の

出張窓口を開設します
問 水戸県税事務所 収税第一課 ℡ 029-221-6605
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高齢者の消費生活相談は、依然として寄せられる相談の半数以上を占めています。年末年始に向

けて何かと慌ただしくなりますので、悪質商法の手口を知って被害に遭わないようにしましょう。

また、還付金詐欺の電話に関する相談が多く寄せられています。ATM でお金が返ってくること

は絶対にありません。市役所や公的機関の名前を出されてもすぐに信用しないでください。

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

⑦ 年末年始にむけて悪質商法等の詐欺にご注意ください
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

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・4火曜は休館日）

消費者ホットライン:188(イヤヤ) ※お近くの消費生活センターにつながります。

手口 対策

架空請求

不当請求

・裁判になっているといった内容のはがきが届いた

・携帯電話の未納料金が発生しているとメールが来た

・パソコンやスマホに請求画面が表示された など

身に覚えのない請求には応じず、

無視してください。

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(健康食品・ダイ

エット食品など)

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」｢火災保険を使って自宅を

修理しませんか｣などの誘い文句に注意

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。

電話勧誘 電話料金や電気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。

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）



県内で文化活動を行っている団体・個人の令和 5年度に実施する発表活動などを対象に、事業

費の一部を助成します。詳しくはホームページをご覧ください。

対象 ・県内に活動拠点がある団体または個人で、一定の文化活動の実績があること

・また、年度中に事業を完遂できる見込みがあること

申請方法 メール、または郵送でお申し込みください。

申請書は、ホームページ(https://www.icf4717.or.jp)からダウンロードできます。
申請期限 令和 5年 1月 20 日（金） 必着

⑧ 文化活動事業費を助成します
問・申 (公財)いばらき文化振興財団 ℡ 029-305-0161

〒310-0851 水戸市千波町東久保 697 メール joseikin@icf4717.or.jp

消防出初式開催に伴いサイレンを繰り返し鳴らします。火災とお間違えのないようにご注意く

ださい。

日時 令和 5年 1月 9日（月・祝）午前 7時

場所 市内全域

⑨ 笠間市消防出初式に伴いサイレンを鳴らします
問 消防本部 消防総務課 ℡ 0296-73-0119

令和4年 12月 15日 第 4 -18号
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水道工事に伴う交通規制を行います。工事看板および交通誘導員の指示に従って通行してく

ださい。付近にお住まいの方や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 令和 5年 1月中旬～3月上旬(予定)

規制区間 笠間市鯉淵地内

規制内容 車道：片側通行止 歩道：北側通行止 午前 8時 30 分～午後 5時

施工業者 (有)佐藤設備工業

※工事箇所および規制区間は順次移動します。

⑩ 水道工事に伴う交通規制を行います 問 水道課(内線 71211)

不法投棄･野焼きを見かけたら通報を ※受付時間外は最寄りの警察署へ

不法投棄 110 番 ℡ 0120-536-380 8 時30 分～17時 15分 (平日のみ)



第 60 回県下中学校交歓笠間市駅伝大会を、新型コロナウイルス感染症対策を実施したうえで

開催します。なお、大会開催に伴い交通規制を行いますのでご理解ご協力をお願いします。

交通規制日時 令和 5年 1月 15 日（日）午前 9時～正午

スタート：女子の部 午前 9時、男子の部 午前 10 時 15 分

走路 笠間芸術の森公園の外周一帯(ギャラリーロード、馬廻周辺)
まめぐり

スタートおよびゴール：笠間芸術の森公園イベント広場

規制内容 全面通行止

⑪ 県下中学校交歓笠間市駅伝大会の開催に伴い交通規制を行います
問 生涯学習課(内線 392)
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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。

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 令和 5年 1月 18 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)

⑫ 特設無料人権相談を実施します 問 社会福祉課(内線 157)

令和 4年度国民健康保険税第 1期から第 5期の納期限が過ぎています。まだ納付をされてい

ない方は、早めの納付をお願いします。

※納付指定期限を過ぎたものは、コンビニエンスストアで納付できませんので、金融機関また

は市役所本所・各支所の窓口でご納付ください。

※国保税の納付は、納め忘れのない口座振替を利用すると大変便利です。口座振替は市内金融

機関または郵便局の窓口で預貯金通帳と通帳のお届け印を持参のうえ、お申し込みください。

⑬ 国民健康保険税の納め忘れはありませんか 問 保険年金課(内線 140)

陶芸大学校

笠間芸術の森公園

実線部・・・全面通行止



県では、65歳以上の方に配布している｢いばらきシニアカード｣の協賛店舗を募集しています。

協賛店舗は現在約 4,000 店あり、カードをお持ちの方にさまざまな優待サービスを提供してい

るほか、｢高齢者に優しいお店・施設｣として日常的な声かけなども行っています。

地域、企業、行政が一体となって高齢者を支え合う社会をつくるため、ぜひ協賛店舗へのご登

録をお願いします。詳しくはお問い合わせください。

⑭ ｢いばらきシニアカード｣協賛店舗を募集しています
問 県 長寿福祉課 ℡ 029-301-3326

いばらき出会いサポートセンターは結婚を希望する独身の方を対象に、会員登録制によるパー

トナー探しの支援を行っています。女性を対象に、登録料(通常 11,000 円または 22,000 円)の無

料キャンペーンを実施します。

申込方法 センターホームページをご覧ください。

申込期間 令和 5年 1月 4日（水）～3月 31 日（金）

⑮ いばらき出会いサポートセンターに登録しませんか
問・申 いばらき出会いサポートセンター ℡ 029-224-8888 HP https://www.ibccnet.com
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拡充・運行実験で追加しているサイクルポートの設置を延長します。必要なタイミングで自転

車を利用できるシェアサイクルをぜひご利用ください。

実証期間追加ポート 市役所本所、稲田駅、福原駅：令和 5年 3月 31 日（金）まで延長

令和 5年 1月 10 日（火）から、ムラサキパークかさまを追加

※ギャラリーロード(IROHA)は 12 月 28 日（水）で終了

利用方法 アプリから会員登録が必要です。右上の二次元コードを読み込んでください。

料金 最初の 60 分 300 円、以降 30分毎に 100 円追加、当日上限 1,500 円

⑯ シェアサイクル｢かさま CYCLING｣の実証追加ポートの設置を

延長します
問 企画政策課(内線 560)

②

③

①

常設ポート

①友部駅(北口)

②道の駅かさま

③笠間駅

④笠間工芸の丘

⑤かさま歴史交流館 井筒屋

実証期間追加ポート

⑥笠間市役所
⑦ムラサキパーク
⑧稲田駅

⑨福原駅

⑨
福原駅

稲田駅
⑦

ムラサキパーク

笠間市役所

笠間駅

友部駅

⑥

道の駅かさま

④
笠間工芸の丘

⑤

⑧

かさま歴史交流館
井筒屋

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。



｢プレコンセプションケア｣とは、将来の妊娠を考えながら女性やカップルが生活や健康に向き

合うことです。市では、あらゆる視点から健康チェックを行い、医師や管理栄養士、保健師によ

る助言・指導と費用の助成を行っています。

実施日 令和 5年 1月以降の検診予約を受け付けています。

場所 市立病院(笠間市南友部 1966-1)

検査内容 身体計測、血圧測定、尿検査、血液検査(脂質・糖代謝・甲状腺機能・腎機能・貧血・

肝機能検査・梅毒・麻疹・風疹・水痘の抗体検査など)の検査結果をもとに、後日医師

や管理栄養士、保健師による面接(オンライン対応も可能)を行います。

対象 市内在住の女性

費用 5,000円（助成は1回のみ。通常料金21,000円）

申込方法 こちらは市立病院(℡ 0296-77-0034)へ電話でお申し込みください。

｢食べることは生きること｣であり、健康で元気に過ごすためには若いころからの健全な食生活が

大切です。ご自身や大切な人の健康を守りたい方、この機会に一緒に｢食育｣を学びませんか。

日時 令和 5年 2 月 4日（土）午前 10 時～正午 受付：午前 9時 45 分

場所 保健センター

内容 講話：食育ミニ講話 調理体験：ミートパイ、キャベツのカレーサラダ、キャラメルラテ

対象 市内在住でおおむね 20～30 歳代の方

定員 10 名(応募多数の場合は抽選）

参加費 300 円

申込方法 窓口で直接または電話、いばらき電子申請･届出サービス(右の二次元コード)

でお申し込みください。

申込期限 令和 5年 1月 23 日（月）

持ち物 エプロン、三角巾またはバンダナ、筆記用具、水分補給できるもの

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。

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。参加する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

⑰ 保健センターからのお知らせ
問・申 保健センター(笠間市南友部 1966-1) ℡ 0296-77-9145

プレコンセプションケア検診を実施します

若者たちの食育教室 #しあわせのモテレシピ

こころの相談室 1～3月分

日時(令和 5年) 場所

1 月 17 日（火） 午後 1時 30 分～3時 30 分 市役所笠間支所(笠間市笠間 1532)

2 月 16 日（木） 午後 2時～4時 保健センター

3月 10 日（金） 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）

こころのデイサービス 友(TOMO）
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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。



近年、送電線に農事用ビニール等が付着する事故が発生しています。再度、農事用ビニール等

の状態を点検するなど、舞い上がり防止にご協力ください。

また、農事用ビニール等が舞い上がり、送電線に付着してしまった場合は、東京電力パワーグ

リッド(株)カスタマーセンターへご連絡ください。

⑲ 送電線付近での農事用ビニール等の舞い上がり防止にご協力ください
問 東京電力パワーグリッド(株)カスタマーセンター ℡ 0120-995-007

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｣のスタイルを定

着させ、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の導入や、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

つながる時間単位の年次有給休暇の活用が効果的です。

事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。規定の整備や、社内体制の点検を行い

ましょう。

1．事業主の方針等の明確化およびその周知・啓発

2．相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3．職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4．その他、併せて講ずべき措置(プライバシーの保護、不利益な取り扱いをしない旨の定めなど)

⑱ 茨城労働局から事業主の方へお知らせ
問 茨城労働局雇用環境・均等室 ℡ 029-277-8295

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

中小企業にも職場におけるパワハラ対策が義務化されています
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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

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）



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参加ください。

〇アロマのアクセサリー

〇アロマのクリーム作り

講師 はんな★THERAPY 池田 麻美さん
い け だ あ さ み

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)

参加費 500 円 ※申し込み時にご持参ください。

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 令和 5年 1月 5日（木）～12日（木）

㉒ ママ・リフレッシュ
問・申 笠間市児童館(笠間市南友部 1966-140) ℡ 0296-77-8340

日時(令和 5年) 場所

1 月 13 日(金) 午前 10時 30 分

～11 時 30 分

笠間公民館(笠間市石井 2068-1）

1 月 17 日(火） 岩間公民館(笠間市下郷 5140:市民センターいわま3階）

日時(令和 5年) 場所

1 月 20 日(金） 午前 10時 30 分

～11 時 30 分
笠間市児童館

1 月 25 日(水)

さまざまな視点から石の魅力を感じてもらうため、「稲田石」をもとに開発された新たな笠間焼

の釉薬原料「笠間長石」について展示・紹介します。ぜひご来場ください。

日時 令和 5年 1月 17 日（火）～5月 7日（日）午前9時～午後4時(4月からは午後5時まで）

※月曜日(祝日の場合は翌平日)および年末年始は休館

場所 石の百年館(笠間市稲田 2307）

㉑ 石の百年館企画展「笠間焼誕生 250 年記念 笠間長石展｣
問 商工課(内線 511）

小磯良平が描いた聖書の挿絵原画 32 点を下絵とともに展示するほか、神社仏閣や教会などの

祈りをささげるための場所を描いた作品や長渕剛の絵画作品、笠間ゆかりの歌手・坂本九の関連

資料などミュージシャンに関連する作品も紹介します。

日時 令和5年1月2日（月）～2月26日（日）午前9時30分～午後5時 入館は午後4時30分まで

※月曜日休館。1月 2日(月･振休)、1月 9日(月･祝)は開館、1月 10 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を実施中

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

れも市内在住の方)は入館が無料となります。入館時は免許証、マイナンバーカード、保険証等を

提示してください。

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（金）まで

⑳ 企画展「心のありか －いのり・ふるさと・うた－」
問 笠間日動美術館 ℡ 0296-72-2160 市 生涯学習課(内線 382)
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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。



〇井筒屋新春イベント ケータリングカーによる飲食物販売&ステージイベント

〇井筒屋クラフトDAY Vol.5 笠間焼、飲食物販売。新年、新しいうつわを探しにお越しください。

〇邦楽の調べ ～三つの楽器による新春コンサート～

〇万葉亭小太郎の井筒屋の夜会 ～小太ちゃん二人会～

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。

㉓ かさま歴史交流館 井筒屋イベント
問・申 かさま歴史交流館 井筒屋(笠間市笠間 987） ℡ 0296-71-8118

日時 令和5年 1月 9日（月・祝）午前10時 30 分～午後4時 ※雨天時内容変更、荒天時中止

出演 篠笛と太鼓：和奏 チンドン屋：三浦屋 南京玉すだれ：ちんとんしゃん
わ か な み う ら や

入場料 無料

日時 令和5年 1月 14日（土）、15日（日）午前10時～午後3時 30分 ※雨天、荒天時中止

入場料 無料

日時 令和 5年 1月 15 日（日）開場：午後 1時 30 分 開演：午後 2時

出演 琵琶：石引 康子さん 尺八：渕上 ラファエル 広志さん ピアノ：小林 萌里さん
いしびき や す こ ふちがみ ひ ろ し こばやし も え り

定員 35 名(先着順)

入場料 予約：3,000 円 当日：3,500 円

日時 令和 5年 1月 28 日（土）開場：午後 6時 開演：午後 6時 30 分

出演 落語：万葉亭 小太郎さん 二松亭 ちゃん平さん
まんようてい こ た ろ う に しょうてい ぺい

定員 40 名(先着順)

入場料 500 円(木戸銭)

〇駅前シネマ「ベトナムの風に吹かれて」

○星野由美子&中澤淳子 JAZZ＆シャンソンコンサート

場所 地域交流センターともべ

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。

㉔ 地域交流センターともべ イベント
問・申 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 令和 5年 1月 15 日（日）午前 10 時、午後 2時、午後 6時

出演 松坂 慶子さん、草村 礼子さん、奥田 瑛二さん、柄本 明さん
まつざか け い こ くさむら れ い こ お く だ え い じ え も と あきら

定員 各回 135 名(先着順)

入場料 一般：前売り 1,000 円 当日 1,200 円 高校生：800 円

日時 令和 5年 1月 29 日（日）開場：午後 1時 開演：午後 1時 30 分 終演：午後 4時

出演 ボーカル：星野 由美子さん 中澤 淳子さん
ほ し の ゆ み こ なかざわ あ つ こ

定員 135 名(先着順）

入場料 2,000 円（前売券有り）※中学生以下無料

令和4年 12月 15日 第 4 -18号
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小・中・高校生等の通学定期券の購入費補助金の

申請受付中です（令和 5 年 3 月 10 日まで）。



【回覧】次号は令和 5 年1 月 5 日発行 第 4-19 号

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 令和 5年1月 17 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 紅梅、大晦日ならジャーボでも良い、百羽のツル、ゆきひらの話、メイはなんにもこわくないほか

㉗ 読み語りの会 問 プラスワン 小林 ℡ 080-1207-2954

令和 5年度学院生の追加募集をします。詳細はお問い合わせください。追加募集は下記以外の

日程もありますので、詳細はホームページをご確認ください。

募集訓練科 機械システム科、電気工事科

出願期限 令和 5年 1月 11 日（水）

試験日 令和 5年 1月 18 日（水）

合格発表 令和 5年 1月 20 日（金）

㉘ 県立筑西産業技術専門学院生の追加募集
問 県立筑西産業技術専門学院 ℡ 0296-24-1714

HP https://www.pref.ibaraki.jp/shokorodo/chikusansen/kunren/index.html

日時 令和 5年 1月 26 日（木）午後 1時 30 分～4時 開場：午後１時

場所 ホテル テラス ザ ガーデン水戸 4階 メイプル・オーク(水戸市宮町 1-7-20）

内容 ①講演：「創業する自分をイメージしよう!～創業で知りたいこと、知っておきたいこと～」

②創業体験談 ③交流会

対象 創業に興味がある、創業を目指している、創業して間もない女性の方

定員 15 名(先着順)

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。

㉖ 女性のための創業セミナー
問・申 茨城県信用保証協会 ℡ 029-224-7865 FAX 029-224-7827

〇Im  五味田 あつこ作品展 手紡ぎのニット作品の展示

日時 令和 5年 1月 18 日（水）～22日（日）午前 11 時～午後 5時 ※最終日は午後 4時まで

〇「ごはんのオキガエ｣展×｢カフェノマディック｣2023

日時 令和 5年 1月 24 日（火）～31日（火）午前 9時 30 分～午後 5時

※初日は正午から、最終日は午後 4時まで

㉕ 笠間の家イベント 問 笠間の家(笠間市下市毛 79-9) ℡ 0296-73-5521
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