③土づくりシンポジウムを開催
近年、肥料価格が大幅に上昇し、たい肥の
有効活用による肥料コスト低減への関心が
高まっています。
環境にやさしい営農活動の基本となる、た
い肥を用いた健康な土づくりを推進するた
め、次のとおりシンポジウムを開催します。
日時 11 月 19 日（木）
午後 1 時 30 分～4 時 30 分
会場 笠間公民館 大ホール
テーマ 耕畜連携のたい肥利用を進めるポ
イントについて
基調講演
「本宮市のたい肥を利用した循環型農業に
ついて」
講師 渡辺義輝（わたなべ よしてる）さん
福島県本宮市役所課長補佐兼農政
係長
事例発表
「鶏ふんを用いた米づくりについて」
「稲わらたい肥交換の取り組みについて」
問 笠間市土づくり運動推進協議会事務局
（農政課内 内線 526）

④子育てについて一緒に学びませんか
笠間市教育委員会では、幼稚園・保育園、
小・中学校の協力を得て、家庭教育学級を実
施しています。子育てに関心のある方なら会
場校以外の方も参加することができます。み
なさんの参加をお持ちしています。入場無料
①日時 11 月 19 日（木）
午前 10 時 25 分～11 時 50 分
会場 大原小学校
講師 水戸女子高等学校長
鈴木康之（すずき やすゆき）さん
演題 「親として、教師として」～本音で
語る「あなたがいる幸せ」

⑤身近なみどりの整備事業を行います
⑤身近なみどりの整備事業を行います
ので、皆さんの提案をお寄せください
ので、皆さんの提案をお寄せください
笠間市では、昨年度より県が導入した森林
湖沼環境税を活用して、通学路・公共施設・
住宅団地周辺の森林整備（間伐・下草刈り等
を除く）を地域住民の皆さんのご意見等を参
考に実施しています。
実施に当たっては、市と森林所有者の間
で、10 年間の森林保全に関する協定を結ぶ
ことが条件となります。
大切な森林と生活環境を守るため、地域住
民の皆さんのご協力をお願いします。
なお、提案された森林については、荒廃度
や重要度を調査して実施の有無を決定しま
すので、対象にならないことや、翌年度以降
の実施となることもあります。
問 農村整備課（内線 530）

⑥水道メーター検針にご協力を
11 月 10 日（火）～20 日（金）に検針員が
水道メーター検針に伺います。
○メーターボックスの上に車や物を置かな
いでください。
○メーターボックスの中は、いつもきれいに
しておいてください。
○犬を飼っている方は、メーターボックス付
近から離してつないでください。

⑦下水道工事に伴う交通規制のお知らせ
＜友部地区＞
①21 交付金公下第 1209 号・21 市単公下
第 1207 号合併 管渠布設工事（旭町地内）
予定工期 平成 21 年 10 月～平成 22 年 3 月
交通規制 全面通行止め（夜間開放）
場所 旭平団地内を約 520ｍ

②21 国補公下第 1203 号・21 市単公下
第 1202 号合併 管渠布設工事（鯉渕地内）
予定工期 平成 21 年 10 月～平成 22 年 3 月
交通規制 全面通行止め（夜間開放）
場所 市営柿橋グラウンド近くを約 550ｍ

＜岩間地区＞
③21 交付金公下第 1310 号・21 市単公下
第 1310 号合併 管渠布設工事（吉岡地内）
予定工期 平成 21 年 10 月～平成 22 年 3 月
交通規制 全面通行止め（夜間開放）
場所 吉岡地内を約 780ｍ

Ｈ21 年 10 月～Ｈ22 年 3 月
全面通行止（夜間開放）

Ｈ21 年 10 月～Ｈ22 年 3 月
全面通行止（夜間開放）

友部保健
センター

Ｈ21 年 10 月～Ｈ22 年 3 月
全面通行止（夜間開放）

合気神社
※交通規制の区間は、工事の進捗状況により変わります。
問 下水道課（内線 71140・71141）

⑧国道 50 号改良工事に伴う交通規制のお知らせ

宅内漏水にご注意ください
メーター検針時に漏水が発見されること
があります。漏水を見つけるためには家庭内
の蛇口等を全て閉めて、水道メーター[図参
照]を確認することをお勧めします。漏水を
発見したときは、笠間市指定給水装置工事事
業者に修理を依頼し、上下水道部水道課へ
11 月 25 日（水）までにご連絡ください。

旭平団地
旭平団地

工事名 50 号石井改良工事
施工箇所 笠間市石井地内
予定工期 10 月 23 日（金）～11 月 13 日（金） 午前 8 時 30 分～午後 5 時
交通規制
全面通行止（終日）

石井
こじか
幼稚園

蛇口を閉めても、この
部分（パイロット）が

②日時 11 月 26 日（木）
午後 2 時 25 分～3 時 35 分
会場 岩間第一小学校
講師 茨城大学生涯学習教育研究センタ
ー准教授 長谷川幸介（はせがわ
こうすけ）さん
演題 「かけがえのないものって何だろう」
申・問 生涯学習課（内線 72233）

回っている場合は漏水
です。

※市外の指定事業者については水道課へお
問い合わせください。

国道 50 号

水道の届出について
水道の使用を開始または中止する場合には
届出が必要になりますので、ご注意ください。
問 水道課（内線 71232・71233）
問
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