デマンドタクシーかさま乗車券取扱
①デマンドタクシーかさま乗車券取扱
所の拡大および運休日のおしらせ
所の拡大及び運休日のお知らせ

笠間市パスポートセンターからのお
④笠間市パスポートセンターからのお
知らせ
知らせ

8 月から、新たに下記の 2 カ所で乗車券の
取り扱いが始まります。
○笠間市岩間商工会
○県立中央病院売店
また、お盆期間中（13 日（木）～16 日（日）
）
及び土日祝日は運休します。
※ 17 日(月)運行便は、11 日(火)から予約
が可能です。
問 企画政策課（内線 212）

6 月 1 日からパスポート申請が
できるようになりましたが、申請
用写真について審査が厳しくなっ
ています。お撮り直しをお願いする場合もあ
りますので、ご注意ください。
提出写真規格
1.申請者本人のみが撮影されたもの
2.提出の日前 6 か月以内に撮影されたもの
3.縁なしで下記のとおり各寸法をみたした
もの（顔の寸法は頭頂（髪を含む）からあ
ごまで）

エコフロンティアかさま監視委員会
②エコフロンティアかさま監視委員会
を開催
を開催
日時 8 月 25 日（火）午後 2 時～
場所

エコフロンティアかさま管理棟 2 階
多目的会議室

内容

監視活動（午後 2 時～）
(1) 廃棄物の受入（溶融処理対象
物・直接埋立物・含有金属等の
判定）
会議（午後 2 時 30 分～）
（1）前回会議録の確認
（2）前回監視事項の確認
（3）監視活動及び意見交換等
(4)今後の監視活動計画（案）

傍聴受付

申・問

会議については一般の方も傍聴
できます。8 月 24 日（月）午後 4
時までに次へお申込みください。
環境保全課（内線 127）

「第
14 14
回チャリーティーサマーフェス
③「第
回チャリティーサマーフェス
タタ
2009in
ともべ」を開催
2009in
ともべ」を開催
なつかしいベンチャーズ音楽の生バンド
演奏からスタートです。その他、ちびっこ縁
日、模擬店など、子どもから大人までが楽し
める夏の 1 日です。
日時 8 月 29 日（土）正午～午後 8 時
場所 友部社会福祉会館・友部保健センター
入場料 無料
問 サマーフェスタ事務局
℡ 090-3508-4262

②ページ

4.無帽で正面を向いたもの
5.背景（影を含む）がないもの
6.顔の一部（目や顔の輪郭など）が頭髪や衣
服などで隠れていないもの
7.不鮮明でないもの、陰影がきつくないも
の、暗すぎないもの、明るすぎないもの
8.眼鏡のフレームや照明の反射が目にかか
っていないもの等
申請に必要な書類
1.一般旅券発給申請書
１通
2.戸籍抄本または謄本
１通
3.写真
１枚
（申請書に貼らずにお持ちください）
4.申請者本人を確認できる書類
5.前回発行の旅券
不明な点がありましたら、事前にお問い合
わせください。
問 笠間市パスポートセンター
（市民課 内線 147・148）

「犬のフン」は、飼い主が持ち帰りましょう。

2 3 果樹管理モデル事業（低樹高栽培普及
○
事業）参加者を募集します
事業）の参加者を募集

2 5 平成 21 年度笠間市地域密着型サービ
○
ス事業者の募集について
ス事業者を募集

女性や高齢者でも栽培管理がしやすい軽
作業化と、収量や品質の更なる向上を図るた
め、事業参加者を募集します。
対象果樹 栗
要件 次の項目すべてに該当する方
・笠間市内に住所を有する方
・20ａ以上の栗栽培面積を有する方
・前年度における米の生産数量目標を 100％
達成している方
・市税を完納している方
・他の助成により実施または既に完了して
いないこと
費用負担 無償（ただし、せん定枝の処分経
費は事業参加者が負担する）
実施期間 平成 21 年度から平成 23 年度まで
その他 事業実施による樹勢衰退、収量低下
があった場合でも、損害賠償等によ
る補償には応じられませんので、ご
了承の上、応募ください。
申・問 農政課（内線 526）
農政課笠間分室（内線 72133）
農政課岩間分室（内線 73152）

笠間市では、認知症の高齢者や介護が必要
になった高齢者等が、住み慣れた地域で生活
しながら利用できる地域密着型サービスの
充実を図るため、次により事業所の整備及び
運営をする事業者を募集します。
公募するサービスの種類
小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模
多機能型居宅介護）
整備する事業所の日常生活圏域及び数
笠間市岩間地区 １か所
事業所整備またはサービス提供上の要件
平成 21 年度中に整備を完了し、平成 22
年度早期にサービスを提供できること。
事業所整備に対する補助金
国の「地域介護・福祉空間整備等施設整備
交付金」を活用した整備費補助が受けられ
る場合があります（条件あり）。
募集期間 8 月 10 日(月)～21 日(金)
その他 複数の応募があった場合は、審査の
上、事業者を選定します。
詳細については、下記にお問い合わせくだ
さい。
問 高齢福祉課（内線 171）
FAX 0296-77-1162

2 4 果樹産地強化支援事業（栗苗改植事
○
業）に助成します
業）に助成します

笠間市では、計画的な品種更新を推進し、
栗の品質向上による生産振興を図るため、栗
の苗木購入費を助成します。
対象者 笠間市に住所を有する農業者、所在
する生産者組織（3 戸以上の生産者
で組織する任意組織を含む）
要件 次の項目すべてに該当する方
・20ａ以上の栗栽培面積を見込める方
・指定品種（丹沢、利平、筑波、石鎚（いし
づち）、銀寄（ぎんよせ）、岸根（がんね）、
ポロタン）20 本以上の改植を行う方
・前年度における米の生産数量目標を 100％
達成している方
・市税を完納している方
・類似の補助事業を同一年度に受けていな
いこと
補助率 栗の苗木１本あたり 150 円
申・問 農政課（内線 526）
農政課笠間分室（内線 72133）
農政課岩間分室（内線 73152）

2 6 認知症についての標語を募集
○

市では、認知症について理解を深め、地域
で支えるきっかけづくりとするために標語
を募集中です。入賞作品は、認知症講演会（10
月 4 日開催）の際に表彰します。入賞者には、
記念品として図書券を用意しています。たく
さんの応募をお待ちしています。
内容 認知症をテーマにした標語（認知症の
予防や認知症の方への支援に関する
こと）
部門 一般の部・中学生の部
応募期限 8 月 31 日（月）
応募方法 市役所及び各支所に用意してあ
る応募用紙、または、はがきに作
品と氏名、住所、年齢、性別、電
話番号を記入の上、応募箱、郵送、
または FAX で応募ください。
問 岩間地域包括支援センター（岩間支所福
祉課内 内線 73174）
FAX 0299（45）2980

⑪ページ

