⑯ゆかいふれあいセンター「第 3 回健康水中運動教室」の参加者募集

②道路への枝の張り出し、倒木について
現在、車道や歩道の一部において、樹木の張り出しや雑草などの繁茂による通行の妨げや防犯上
危険な個所が見受けられます。枝の張り出し、倒木が原因で車両や歩行者に事故が発生した場合、
当該樹木の所有者が責任を問われる場合がありますのでご注意ください。
下記のような状態が見られる樹木の所有者の皆さんは、そのようなトラブルに巻き込まれること
のないように、当該樹木の伐採または枝払いをお願いします。
なお、今後とも普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力願います。
①観賞用樹木の枝や生け垣が、車道や歩道に張り出している。
②枯れ木や折れ枝などによる通行障害がある（またはその恐れがある）。
③竹林の繁茂による通行障害がある（またはその恐れがある）。
[作業時の注意事項]
1．電線や電話線がある個所の作業は、危険を伴う場合がありますので、事前に最寄りの東京電力
(株)またはＮＴＴ各支店に連絡し、立会いのもとで行ってください。
2．作業に当たっては、通行する車両・自転車及び歩行者の安全確保と樹木からの転落防止など
に十分ご配慮ください。
3．道路交通を止めて作業をする場合は、笠間警察署へ道路交通法の手続きが必要になりますので
ご相談ください。
問 国道及び県道 水戸土木事務所 道路管理課 ℡ 029-225-4061
市道
【友部地区】 本所道路整備課（内線 504）
【笠間地区】 笠間支所道路整備課（内線 72142）
【岩間地区】 岩間支所道路整備課（内線 73112）

③「“月見の会”in 笠間つつじ公園」を
開催
開催

④「ラ・フェスタ・ミッレ・ミリア 2009」
を開催
を開催

10 月 3 日の“中秋の名月”に合わせ「月見
の会」を開催します。極力「でんき」を使わず
に、かがり火と約 300 個のキャンドルをともし
ます。派手なイベントや音楽は一切ありませ
ん。しかし、何も無いことで、普段
見えない何かが見えてくるかも？
ぜひこの機会に、違う角度から
新しい笠間を発見してみてください。
日時 10 月 3 日（土）午後 6 時～8 時
※雨天中止
場所 笠間つつじ公園（笠間市笠間 616-7）
※出入口は、公園北側第 3 料金所からお願い
します。
内容 ☆津軽三味線（川嶋 志乃舞）、お囃子
（笠間稲荷囃子保存会）、胡弓の演奏
☆飲食物（いなり寿司・けんちん汁・
甘酒・ジュース類）の販売
☆特製笠間焼キャンドルホルダーの
販売（限定 100 個）
その他 当日ご協力していただけるボラン
ティアスタッフも募集しています。
問 「月見の会」実行委員会
℡ 0296-72-0670（製陶ふくだ）

イタリアで始まったモータースポーツの
祭典の日本版で、西暦 1927 年から 1969 年ま
でに製造されたオリジナル・スポーツカー
（101 台予定）で、1 都 9 県のチェックポイ
ントを通過し、1,600 キロメートル先のゴー
ルを目指すものです。
また、今の子どもたちに、古い物を大切に
する心を育むことも目的としたレースでも
あります。
昨年同様、笠間市にもチェックポイントが
設けられましたので、ぜひ、この機会にご覧
ください。
通過日時 10 月 13 日(火) 午前 7 時ごろ
通過場所 寺崎交差点～笠間稲荷門前通り
（午前 7 時頃から）～笠間小学校
前～ギャラリーロード～国道 355
号～友部ＩＣ（午前 7 時 15 分頃
から）
チェックポイント
笠間稲荷神社前 ポケットパーク
参加予定著名人 近藤 真彦、堺 正章、東儀秀
樹、木内 みどり など
問 商工観光課（内線 511・517）

②ページ

「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。

コース

開催日

曜日

時間

アクアビクス
（昼間）

平成 21 年 11 月 5、10、12、17、19、26 日
12 月 1、3、8、10 日 全 10 回

火・木

13:00～13:50

アクアビクス
（夜間）

平成 21 年 11 月 4、6、11、13、18、20、25、27 日
12 月 2、4 日 全 10 回

水・金

18:00～18:50

会場 ゆかいふれあいセンター25ｍ室内温水プール
講師 日本体育施設協会 水泳指導管理士
内容 水に潜らずに、音楽に合わせて水中運動を行います。
対象者 16 歳以上の健康な男女
定員 各コース 25 名
受講料 昼間 5,000 円、夜間 3,000 円（入館料）
申込期間 10 月 20 日（火）～22 日（木）の 3 日間（午前 9 時～午後 5 時）
申込方法 印鑑を持参の上、ご来館ください。なお、定員を超えた場合は、厳正な抽選により受講
者を決定します。また、定員に満たない場合は随時受け付けますので、ご連絡ください。
申込結果 10 月 30 日（金）までに郵便で通知します。受講が決定した方は、１回目の受講日に受講
料 5,000 円(夜間 3,000 円)をお支払いください。
申・問 笠間・水戸環境組合 ゆかいふれあいセンター
℡ 0296-78-3796（月～金 午前 9 時～午後 5 時）

⑰第 56 回笠間市菊祭りソフトテニス大
回笠間市菊まつりソフトテニス
会参加者募集
大会参加者募集
主催 笠間市ソフトテニス連盟
期日 10 月 24 日(土) 受付午前 8 時 30 分～
※雨天延期時は 25 日（日）
場所 笠間市総合公園テニスコート
種目 1.一般男子の部(高校生含)
2.一般女子の部(高校生含)
3.シニア男子(45 歳以上)・初心者の部
4.シニア女子(50 歳以上)・初心者の部
注 1：全てダブルスで行います。
注 2：シニアの年齢は平成 21 年 4 月 1 日現
在とします。
参加料 １チーム（ペア）2,000 円
高校生は 1,000 円
表彰 各種目 1～3 位
申込期間 10 月 9 日（金）～15 日（木）
申込方法 ペアの氏名、所属（学校名）、申
込責任者を郵送・FAX・メールで
下記まで。
申・問 〒309-1734 笠間市南友部 483-5
笠間市ソフトテニス連盟事務局
深谷修一 ℡ 0296-78-3368（午後 7
時～9 時まで）FAX 0296-78-3368（午
前 9 時～午後 9 時まで）
メール fukayas@lilac.plala.or.jp

⑱エアロビクス教室Ⅰを開催
主催
日程

笠間市指定管理者（株）日立ライフ
10 月 26 日(月)、11 月 2 日(月)、9 日
(月)、16 日(月)、30 日(月)
時間 午後 1 時～3 時
場所 笠間市民体育館 2 階会議室
講師 木村幸子（きむら さちこ）さん
茨城県スポーツ認定指導員 他
定員 30 名（定員を超えた場合は抽選）
参加費 2,500 円（5 回分）
※保育サービスを希望される場合は、別途
1,000 円が必要になります。
※乳児のお子さんについては相談してくだ
さい。
持ち物 動きやすい服装・室内シューズ・バ
スタオル・着替え等
申込方法 はがきに住所・氏名・年齢・電話
番号を明記の上、下記へ。
申込期限 10 月 19 日（月）
申・問 〒309-1631 笠間市箱田 867-1 笠間
市総合公園管理棟 エアロビクス
教室係 ℡ 0296-72-9330
（受付：午前 8 時 30 分～午後 5 時）
※この事業は、スポーツ振興課に替わり指定
管理者が実施する事業です。
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