
元気に夏をのりきる

＊通常ランチも大好評！　1,260円（税込）土日・祝日も！
　アイス&ホットコーヒー　ランチタイムは105円（税込）

千成のランチうな重

11:00～13:30

1,５７５円（税込）
夏のデザート・ミニサラダ・あら汁付き

笠間市大田町１０８８－３
JR友部駅北口左折９００m

ご予約・お問合せは…☎０２９６‐７７‐２８００ 月曜休
寿司割烹 千成　
★通常ランチも大好評★ 「食べログ」もみてね！→
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【補助の対象にならないもの】

1　防犯対策以外の目的を有するもの（犬、門扉、フェンス、門灯等）
2　警備会社の委託契約
3　護身用具（防犯スプレー、スタンガン、警棒、防犯ブザー等）
4　屋内のセンサーライト（留守番機能付きライトは対象になる。）
５　新築等により設置したもの

日時
▲

8月27日（土）午前9時 
～ 午後9時(雨天時は翌日に順延)
※前夜祭8月26日（金）午後６
時「ヨサコイソーラン大会」(同
会場)
会場

▲

小美玉市希望ヶ丘公園（多
目的グラウンド）小美玉市中台
418番地
主催

▲

小美玉市ふるさとふれあい
まつり実行委員会
問小美玉市市民生活部地域振興課
℡0299-48-1111（内線1134）

第６回小美玉市ふるさと
ふれあいまつり
（小美玉市）

となりのまちから
水戸地方広域市町村圏協議会

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告実施日　６月22日
【施設モニタリング】
　環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・モニ
タリング結果の住民公表・排ガスの維持管理・浸出水の放流の３月から５月分の監視
項目に係る資料の提出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報告を受けた。
①　最終処分場の浸出水処理水については、すべての項目で下水道の排除基準値を下
回った。
②　地下水の定期モニタリングについては、地下水集排水管水はすべての項目で環境
基準値を下回った。また、４か所のモニタリング井戸で一般細菌やマンガン等の項目
で環境基準値または水道水質基準値を超えていたが、過去のデータと比較して大きな
変動はなかった。
③　防災調整池からの雨水等放流水については、すべての項目で排水基準値を下回っ
た。
④　溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で塩化水素、窒素酸化物、一
酸化炭素で自主管理基準値を超えた日があったが、法定基準値はすべての項目で満足
した。
【次回の監視活動】　施設の維持管理について実施。

対象者：市内に住所を有している世帯の世帯主または世帯を構成する方のどちらか※市税を完納していることが助成の条件です。
助成対象：居住する住宅に対し、居住者が平成23年3月1日以
降、玄関・窓等に行った防犯対策で、かかった費用が5,000円以
上のもの
助成金額：取り付けや交換等にかかった費用が5,000円以上でそ
のかかった費用の1/2（100円未満切捨て）を助成。ただし、助
成金の上限は20,000円で、1世帯1回のみの助成。
申請方法：次の書類を、市役所（本所）市民活動課防犯交通グ
ループへ提出してください。
⑴笠間市住まいの防犯対策助成申請書
⑵防犯対策の内容およびその施工日または購入日が記載された
領収書（原本）

⑶施工写真（完成写真）
⑷製品等を確認できるカタログ等（コピー可）

申請に当たっての注意事項：
⑴申請は1世帯1回限りです。防犯対策は、住まいの状況を踏
まえ行いましょう。

⑵賃貸住宅にお住まいの方が行う場合は、必ず所有者の同意を
得てください。
管理組合、管理者、オーナーが行ったものは対象となりません。

⑶事務所や事業所は対象となりません。
⑷職員が現地調査を行う場合があります。
⑸この制度を利用した防犯対策で生じたトラブル、取り付け後
の盗難等による損害については、市は一切その責任を負いま
せん。

第１期申請期限：9月30日（金）　　問市民活動課（内線134）

【助成の対象となる防犯対策】
場所 実施内容

玄関

1 防犯性能の高い錠の取り付けまたは交換
2 補助錠の取り付けまたは交換
3 サムターンカバーの取り付けまたは交換
4 カム送り防止具の取り付けまたは交換
5 ガードプレートの取り付けまたは交換

窓

1 防犯フィルムの貼り付け
2 防犯ガラスへの交換
3 補助錠の取り付けまたは交換
4 面格子の取り付けまたは交換
5 ガラス破壊センサーの取り付けまたは交換

屋外
（敷地内）

1 センサー付ライトの取り付け
2 センサー付アラームの取り付け
3 防犯カメラの取り付け（玄関外側への設置を含む）

その他※
1 自転車・自動二輪車等のツーロックの取り付け
2 自動車のハンドルロックの取り付け

市民の皆さんの住まいにあった防犯対策を助成します

平成23年度応急手当普及員養成
講習会・再講習会を開催します
①応急手当普及員講習会
日時

▲

11月3日(木･祝) ～5日(土)
午前9時～午後6時
受付

▲

午前8時30分
費用

▲

10,000円（資料・テキ
スト代他）

②応急手当普及員再講習会
日時

▲

11月2日(水)
　午前9時30分～午後0時30分
受付時間

▲

午前9時
費用

▲

4,000円（資料・テキス
ト代他）
募集人員

▲

各100名（先着順）
場所

▲

｢茨城県職業人材育成セン
ター｣（水戸市水府町864-4）
申込期間

▲

9月1日(木)～20日(火)
申込方法

▲

消防本部または、水戸
地区救急普及協会にある申請書で
申し込んでください。
問消防本部警防課
℡0296-73-0119

対象

▲

平成3年4月2日～平成
4年4 月1日生まれの方
内容：成人式の企画・運営・進行
など
募集人員

▲

15名程度
申・問生涯学習課（内線384）

※その他1・2 の取り付けは、玄関・窓・屋外の防犯対策と合わせ
て行った場合のみ助成の対象となります。
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Information 情報コーナー
案 内

申は申込み先、問は問合せ先です。

　第二次世界大戦の終結から66回目の夏を迎えようとしています。
　市では、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぎ、戦没者およびその御遺族に対し、追悼の意を表すとともに、
市民挙げて恒久の平和を祈念するため、今年も8月20日（土）に市戦没者追悼式を行います。戦没者家族以外の方で
も、参加できますので、皆様のご参列をお待ちしています。

笠間市戦没者追悼式：８月20日（土）午前10時～　笠間公民館大ホール

恋人の聖地　陶芸の里　
かさま　in　北山公園
　笠間市は、ＮＰＯ法人地域活性
化支援センターが展開する、地域
活性化・少子化対策プロジェクト
「恋人の聖地」において、平成22
年６月１日「陶芸の里　かさま」
として選定されました。
　（社）笠間青年会議所と笠間市
（恋人の聖地実行委員会）では、「恋
人の聖地　陶芸の里かさま」のサ
ブ会場となった北山公園に、太陽
光を利用した大きなハート型イル
ミネーションでのライトアップや
物品販売を行います。このイベン
トは東日本大震災で被害を受けた
笠間を活気付けようと企画され、
販売等で得た収益は、義援金とし
て寄付させていただきます。
日時

▲

①イルミネーション点灯期
間：8月27日(土)まで午後8時～
10時②イベント：8月27日(土)
午後4時～午後9時
内容

▲

点灯式・物品販売・その他
場所

▲

北山公園新池（笠間市平町
1416-1）
TEL：0296-78-3911

映画「日輪の遺産」当市でも
撮影

　ベストセラー作家・浅田次郎原
作の映画「日輪の遺産」では、笠
間市内でも撮影が行われました。
皆さん、ぜひご覧ください。
撮影時出演者

▲
堺 雅人、中村獅

童、福士 誠治、ユースケ・サ ン
タマリア、八千草 薫 ほか
内容

▲

終戦間際、三人の軍人た
ちにマッカーサーから奪取した
200兆円もの財宝を隠す極秘任
務が軍から下される。そこに、勤
労動員として20名の少女達が呼
集されるのだが…
撮影地

▲

旧 県畜産試験場（みど
りの広場）
撮影場面

▲

南多摩火工廠の入り口
シーン。詰所のセットなどが建て
られた。
公開予定日

▲

８月27日（土）
公開映画館

▲

シネプレックス水戸
ほか
問商工観光課（内線510）

募 集
成人式実行委員を募集
　市では、今年度二十歳を迎える
方の新たな人生の門出を祝福し
て、平成24年1月8日（日）にパ
ークスガーデンプレイス（笠間市
旭町）で成人式を開催する予定で
す。そこで、成人式の式典の企画・
運営・進行等にあたる実行委員を
募集します。皆さんのご参加をお
待ちしています。

市民憲章運動推進
第46回全国大会を開催
　「人を育む～ひとが歴史をつく
り 未来へつなぐ～」を大会テー
マとし、元NHKアナウンサーの
松平定知さんをお迎えして笠間の
歴史（人物）を中心とした講演を
予定しています。
日時

▲
11月5日（土）

午前10時30分～まちづくり活
動実践展示　物産販売
午後0時50分～市民憲章運動推
進第46回全国大会笠間大会
アトラクション：合気道演武
まちづくり事例発表：市内３団体
記念講演：松平定知 
（元NHKアナウンサー「その時歴
史が動いた」等）
会場

▲

笠間公民館
問市民活動課（内線135）

◆  笠間市戦没者追悼式　８月20日（土）◆

Ⓒ　2011「日輪の遺産」製作委員会

みなみた  ま   か こうしょう


