募集人員▶100名
【どちらの講習会も】
受付期間▶8月2日（月）〜8月23日
（月）まで（定員になり次第締め切り）
水戸地区救急普及協会 事務局
〒310-0011
水戸市三の丸3丁目12番32号
℡・Fax029
（221）
0199

となりのまちから
水戸地方広域市町村圏協議会
第32回東海まつり
（東海村）

期日▶8月7日
（土）
※雨天時は翌日に順延
場所▶ＪＲ東海駅東大通り
内容▶東海音頭、山車、大人みこ
し、子どもみこしなどのパレード

花火大会▶8月8日（日）
※雨天時は延期、
阿漕ヶ浦公園にて
東海まつり実行委員会事務局
℡029
（283）
2141

第50回水戸黄門まつり
（水戸市）

期間▶8月6日（金）〜8月8日（日）
会場▶水戸市内
内 容 ▶ 水 戸 黄 門 パ レ ー ド、 山 車
フェスティバル、市民カーニバル・
in・MITO、神輿連合渡御、花火大
会（6日（ 金 ）午 後7時30分 〜 千 波
湖畔）※花火大会は荒天の場合13
日
（金）に延期
水戸黄門まつり実行委員会
（水戸観光協会内）
℡029
（224）
0441

夏のイベント情報
（ひたちなか市）

●阿字ヶ浦・平磯海水浴場の利用
7月17日
（土）〜8月22日
（日）
●姥の懐マリンプールの利用
7月17日
（土）〜8月25日
（水）
●阿字ヶ浦海岸花火大会
8月2日（月）、阿字ヶ浦海岸にて
●ロック イン ジャパン フェスティ
バル 2010
8月6日（金）〜8月8日（日）
国営ひたち海浜公園にて
●那珂湊海上花火大会
8月5日（木）那珂湊漁港にて
ひたちなか市観光振興課
℡029
（273）
0111

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（５月25日）
【搬入車両等対策】
搬入車両について市内４か所で監視活動
（市内通過禁止区域の現地確認等）を行い、各班からその結果報告を
受けた。
・１班 「エコフロンティアかさま」入口
・２班 「才木交差点」角
・３班 逆川「芸術の森公園」入口
・４班 施設内（管理棟前）
【監視活動結果】
①「エコフロンティアかさま」入場に当たって、周辺道路上での待機車両はなかった。搬入車両の分散化や走
行速度も守られており、特に問題はなかった。また、埋立地に搬入した車両の車体およびタイヤ洗浄につ
いても、ともに実施していることを確認した。
②１台の産廃搬入車両について、搬入業者に義務付けているステッカー標示がなかった。すべての搬入車両
にステッカー標示を徹底させるよう事業団に指示した。
③市内通過禁止区域を通行した搬入車両はなく、疑わしき車両の通行もなかった。
【次回の監視活動】
施設モニタリング、排ガスの維持管理、浸出水の放流について実施。

●往 療 可
●急患受付
●通院送迎実施中（無料）
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案 内

募 集
交通安全スローガンの
募集について

水戸地方法務局笠間出張所が、
昨年11月24日をもって水戸地方
法務局本局に統合されたことに伴
い、証明書交付サービス取扱窓口
が、市役所本所に開設されました。
取り扱う事務
○不動産登記の全部事項および現
在事項証明書・閉鎖事項証明書
（電算化分）
○商業・法人登記の履歴事項全部
および一部証明書・現在事項およ
び一部証明書・閉鎖事項証明書
（電算化分）
・代表者事項証明書
○会社・法人の印鑑証明書
開設場所▶市役所本所１階
開設日時▶平日午前9時〜正午、午
後1時〜4時30分
※登記印紙は市役所本所会計課で
販売しています。
水戸地方法務局
℡029
（227）
9922

交通安全を広く県民に呼びかけ
る
「交通安全スローガン」を募集し
ています。優秀作品は、平成23年
度から５年間にわたり、茨城県交
通安全県民運動の
「統一スローガ
ン」
として広報・啓発に使用します。
募集作品▶交通ルールの遵守や交
通マナーの向上、高齢者や子ども
の交通事故防止、飲酒運転の根絶、
シートベルトの着用など交通安全
に関するもの（形式は自由です）
募集期間▶9月13日
（月）まで
応募方法▶応募用紙に必要事項を
ご 記 入 の 上、 郵 送 ま た はFAX、
Emailでご応募ください。
茨城県生活文化課
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
℡029
（301）
2842
Fax029（301）
2848
Email：seibun6@pref.ibaraki.lg.jp
ホームページ
http://www.anzen.pref.ibaraki.jp/

▼

水戸地方法務局証明書
交付窓口が市役所本所に開設

「森と湖に親しむ旬間・
飯田ダム見学会」を開催します

は申込み先、 は問合せ先です。

定員を超えた場合は抽選）
申し込み方法▶シルバー人材セン
ター本所および友部・岩間各支所
に備え付けてある用紙に必要事項
を記入の上、提出してください。
申込期間▶7月26日
（月）〜8月2
日
（月）まで
（社）笠間市シルバー人材セン
ター本所 ℡0296（73）
0373
同友部支所 ℡0296
（71）
2771
同岩間支所 ℡0299
（45）
7781

平成22年度甲種防火管理
新規講習会について
日時▶８月26日（木）
・27日
（金）
場所▶笠間市消防本部３階多目的
ホール
受付期間▶７月23日（金）〜８月
９日（月）まで
受付場所▶消防本部予防課・笠間
消防署・友部消防署・岩間消防署
テキスト代▶4,000円
定員▶100名
（定員になり次第締
め切り）
消防本部予防課（直通）
℡0296
（72）
0874

応急手当普及員再講習会
および応急手当普及員養成講習会

■応急手当普及員再講習会
日時▶7月25日（日）
受講生募集「グリーン管理
日時▶10月8日
（金）
（植木剪定）技能講習会」
午前10時〜午後3時
午前10時〜午後４時
日時▶8月23日
（月）
〜8月25日
（水）
場所▶茨城県職業人材育成センター
※雨天の時は中止（小雨決行）
場所▶飯田ダム（笠間市飯田）
８月30日
（月）〜９月２日
（木）の７ （水戸市水府町864-4）
内容▶ダム監査廊
（ダム堤体内の管
費用▶5,000円
（テキスト･資料他）
日間
会場▶市民センターいわま・
理点検通路）
の見学とパネル展示
募集人員▶100名
水戸土木事務所 ダム管理課
岩間海洋センター
■応急手当普及員養成講習会
受講資格▶市内在住でおおむね60
日時▶10月9日
（土）〜11日（月）
℡029
（288）
2960
歳代前半層
（58歳〜67歳位）の就
の3日間 午前９時〜午後６時
飯田ダム管理所
場所▶茨城県職業人材育成センター
職・就業を希望する方
℡0296
（72）
7950
受講料▶無料
（水戸市水府町864-4）
定員▶30名
（全日程出席可能な方・ 費用▶10,000円
（テキスト･資料他）

AM11：00〜PM1：30
笠間焼の器を使った
ちょっとおしゃれなカフェごはん風すしランチ

7月限定 うなごはんランチ……………… 税込1,260円
ランチにぎり・ランチばらちらし……… 各 税込1,260円
（ミニサラダ・あら汁・デザート付）
ランチタイムはコーヒー…… 105 円
NEWU … 税込1,260 円
魚介のホワイトスープスパゲティ M
EN
手作りさくさくシューサンド（常陸牛・サーモン） 各 税込525円

ご予約・お問合せは…☎

寿司割烹千成

'$%% &

笠間市大田町1088-3

月曜休み
JR友部駅北口左折900m

★法事膳承り中・バス送迎無料★
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