⑲おいなりサミット 2009・第 4 回笠間お稲荷さんコンテストレシピ募集
皆さんのアイディアあふれる「オリジナルいなり寿司」のレシピを募集します。今年は「一般の
部」に加え「子どもの部」を新設します！
たくさんのご応募をお待ちしています。
応募期限 10 月 9 日（金）必着
部門 ①子どもの部（中学生以下） ②一般の部（プロの方の参加可）
応募方法
・専用の応募書類に必要事項を明記し、期間中に下記まで郵送またはＦＡＸでお送りください。
・応募用紙はコピーでも可。また、ホームページからもダウンロードできます。
応募条件
・コンテスト当日【10 月 25 月(日)】に調理・製造したいなり寿司を、1 品目につき 20 個以上持ち
込める方に限ります。（品質管理には十分ご注意ください。）
・コンテスト当日は自ら飾り付けを行っていただきます。
・油揚げを使用（その他の食材に制限はありませんが、なるべく笠間地場産品をご使用ください。）
・応募は 2 点まで（応募用紙はそれぞれ提出ください。）
コンテスト開催日時 10 月 25 日（日） 開場：午後 0 時 30 分 スタート：午後 1 時
会場 笠間稲荷神社 稲光閣(とうこうかく)
※詳しくは、ホームページをご覧になるか、下記へお問い合せください。
主催 笠間稲荷寿司開発会議・ＴＭＯかさま（笠間市商工会）・笠間市
応募先 笠間市商工観光課「笠間のいなり寿司コンテスト」係 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1
問 商工観光課（内線 517）
FAX 0296-77-1146
電子ﾒｰﾙ oinari@city.kasama.ibaraki.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.kasama.lg.jp/ss_info/inarizushi/index.html

⑳登り窯で焼こう! 「陶芸学習」の参加者募集
＜3 キロの粘土を使って大きな作品を作ろう＞
日時 Ａグループ：10 月 2 日(金)
Ｂグループ：10 月 3 日(土)
午後 7 時～9 時(受付：午後 6 時 30 分～)
会場 笠間工芸の丘(株)（西側駐車場をご利用ください）
対象者 市内に在住(中学生以上)及び、在勤の方
定員 各グループとも 40 名 計 80 名
参加費 2,500 円(当日徴収)
内容 1 人当たり約 3 ㎏の粘土を使って、大きな作品を 1 点作り「登り窯」で焼成する。
持ち物 好きな模様をつける道具、タオルなど
主催 笠間工芸の丘(株)
共催 笠間市教育委員会生涯学習課
窯出し 12 月 9 日(水)
※作品は 12 月 10 日以降、各自でお引き取りください。
申込方法 はがきに①氏名 ②住所(市外在住の方は勤務先も明記） ③電話番号 ④参加希望日を
明記の上、生涯学習課まで送付ください。
※2 名以上のグループで申し込む場合は参加者全員の氏名、住所、電話番号をご記入ください。
※参加の可否については、後日、郵送にてお知らせします。
申込期限 9 月 24 日（木）※当日消印有効
申・問 〒309-1698 笠間市石井 717 笠間市教育委員会生涯学習課(内線 72234)
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⑤「アートカクテル 2009in 笠間」を開催
現代美術を街なかの店舗・空き店舗・空き
地に設置し、街並みと現代美術作品を鑑賞す
る美術展「アートカクテル 2009in 笠間」～
街なか現代美術展～を開催します。会場は洋
菓子店・酒屋・旅館・製陶所跡・自転車店・
造り酒屋・高校などさまざまで、作品と街を
どう組み合わせるかなど、作家の個性的な展
示も見ものです。
■関連イベント
★オープニングパーティー（ニチドー・エス
パス）10/10（土）14：30～16：30
★アートカクテルバー（神具店ときわ）
10／9（金）、10（土）
、11（日）
、16（金）
、
17（土）、23（金）各日 18：00～
★講演会（笠間高校美術棟）
10/12（月・祝）、17（土）
、18（日）、
24（土）各日 13：30～15：00
★スタンプラリー（各会場のスタンプを集め
ると景品がもらえます）
★「サガ アート プロジェクト」（大町地内
空き店舗）
京都嵯峨芸術大学生と大学院生による展
示＆アートグッズショップ
■パフォーマンス作品
★山田工務店＋レンズ(笠間高校美術棟ホール)
10/11（日）
、10/12(月・祝)、10/24（土）
各日 15：00～17：00
問 アートカクテル企画室
℡ 090-9005-0531（吉岡）
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://artcocktail.ciao.
jp/index.html
アートカクテルボランティア募集
「アート カクテル 2009in 笠間」～街なか
現代美術展～の開催に伴い、展示のお手伝い
をしてくださるボランティアを募集してい
ます。
仕事の内容としては、展示会場となる笠間
高校・空き店舗・ニチドーエスパスなどでの
会場当番です。
興味のある方は、9 月 28 日（月）までに
次へご連絡ください。
問 笠間市商工観光課（内線 517）

笠間農業振興地域整備計画の変更に
⑥笠間農業振興地域整備計画の変更に
伴う公告縦覧及び異議申出について
伴う公告縦覧及び異議申出について
笠間農業振興地域整備計画の変更に当た
り、農業振興地域の整備に関する法律第 11
条第 1 項の定めにより公告し、当該農業振興
地域整備計画の変更案を次により縦覧に供
します。
なお、当該農業振興地域整備計画の変更案
に対し意見があるときは、縦覧期間満了の日
までに市に意見書を提出することができま
す。
また、農業振興地域整備計画の変更案のう
ち、農用地利用計画の変更案に係る農用地区
域内にある土地の所有者、その他その土地に
関する権利を有する方は、農用地利用計画の
変更案に対して異議があるときは、市に申し
出ることができます。
公告縦覧・意見書提出
(1)縦覧期間 10 月 1 日（木）まで
(2)縦覧場所 笠間市役所農政課
笠間市中央三丁目２番１号
異議申出
(1)申出期間 10 月 16 日（金）まで
(2)申出先 笠間市役所農政課
※ 詳細については次へお問合せください。
問 農政課（内線 523）

⑦講演会「認知症どう支えますか」を開催
物忘れ外来で、実際に患者さんや家族のサ
ポートを続けてこられた医師の実践アドバ
イスをお聞きください。たくさんの参加をお
待ちしています。
日時 10 月 4 日（日）
受付 午後 1 時～1 時 30 分
場所 笠間市友部公民館 3 階大ホール
内容 1 認知症標語優秀作品表彰式
2 講演会 「認知症どう支えますか？
～認知症の正しい知識と理解～」
講師 村田明（むらた あきら）さ
ん（医学博士・精神保健指定医）
問 岩間地域包括支援センター（岩間支所福
祉課内）℡ 0299-45-2230
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