友部東養護学校の学校公開を
行います

▲

▲

▲

▲

野の花ともべ

実施日 8月23日

【廃棄物の受入】
環境保全事業団より、廃棄物の受入（溶融処理対象物・直接埋立廃棄物・含有金属等の判定）
に係る資料の
提出を求め、
その資料に基づき処分状況の報告を受けた。
①受入対象廃棄物の種類は、溶融処理対象物および直接埋立廃棄物があり、受入基準に基づき受け入れて
いる。
②受入基準については、共通事項として、溶融処理対象物・直接埋立廃棄物ともに処理に危険性があるもの
を受入禁止にしている。また、廃棄物の長さ・大きさ等についても規制している。
③直接埋立廃棄物の産業廃棄物について、廃棄物の最大径を規制することにより、不等沈下を防止している。
④重金属等を含む場合は国の定める基準値より厳しい「土壌の汚染に係る環境基準について」の基準値を採
用している。基準値を超えたものについては、溶融処理にするか受入れを拒否している。
【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。

至石岡

至笠間
せきね動物病院

中古セニアカー

格安販売
野の花ともべ

至水戸

地元で12年
茨城結婚情報グループ

日時 11月3日
（木・祝）
午前9時30分〜午後3時※雨天決行
場所 水戸市内原ヘルスパーク
（水戸市内原町1384-2）
内容 地場産品などの展示即売や
「常陸牛味見コーナー」などグルメ
の模擬店を含め40数店が芝生の会
場に出店し賑わいます。まき物で大
勢の参加者を虜にする
「模擬上棟式」
や、
ミニＳＬなどチビッ子が大いに楽し
める
「子供の広場」などもあります。
内原ふれあいまつり実行委員会事
務局 水戸市内原支所産業振興課
℡029-259-2211

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告

北口
友部駅

心と心のふれあいを大切に
母心であなたを応援します

ビジネス
ホテル

(水戸市）

▲

▲

♥幸せな結婚を
迎えてほしい♥

2011内原ふれあいまつり

▲

▲

▲

就職・就業を希望する高齢者対象
の講習会です。
日時 11月28日（月）〜12月7日
（水）
の土・日を除く８日間
午前10時〜午後4時
場所 鯉淵学園農業栄養専門学校調
理実習室
（水戸市鯉淵町5965）
ほか
対象 市内に居住する55歳以上で
「ハローワークカード」をお持ちの方
※全日程出席できる方
※ハローワークカードをお持ちでな
い方には取得方法等をご案内します。
定員 20名（書類選考あり。就職・就
業意欲の強い方）
費用 無料
申込方法 11月1日（火）〜11月
15日（火）までに、申込書に記入し、
運転免許証など本人確認ができるも
のを持参の上、市シルバー人材セン
ターまたは、県シルバー人材センタ
ー連合会へ
（郵送不可）

日時 11月6日
（日）
午前9時30分〜午後４時
場所 茨城町総合福祉センターゆう
ゆう館前駐車場
（茨城町小堤）
内容 地元団体出演によるステージ
発表、
キャラクターショーなど。
特に「模擬上棟式」は、餅やお菓子な
どを撒くため、大きな歓声に包まれ迫
力満点です。
2011いばらきまつり実行委員会
事務局 茨城町地域産業課
℡029-240-7124

▲

▲

「調理補助スタッフ講習会」の
参加者募集

（茨城町)

▲

▲

募 集

2011いばらきまつりの開催

▲

▲

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。ご不明な点等はお気軽にお
問い合わせください。
対象果樹 栗・梅
要件 次の項目すべて該当する方
・笠間市内に住所を有する方
・20ａ以上の栗または梅の栽培面積
を有する方
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）
申請期限 12月28日
（水）
※事業実施による樹勢衰退、収量低
下があった場合でも、損害賠償等の
補償には応じられませんので、
ご了承
の上、
応募してください。
※応募者のほ場調査などを行い、実
施の可否を通知します。
申 ・ 農政課
（内線526）
▲

▲

果樹管理モデル事業（低樹高
栽培普及事業）参加者を募集

となりのまちから

▲

▲

県立友部東養護学校では、今年で
創立50周年を迎えます。地域の皆
さんに本校をより深く理解していた
だくために、次の日程で学校公開を
行います。
日時 11月16日（水）
午前9時30分〜11時30分
場所 茨城県立中央看護専門学校
体育館（笠間市鯉淵6528）
内容 創立50周年記念式典と児童
生徒のステージ発表、作品展示
※参観ご希望の方は、10月31日
までに県立友部東養護学校へご連絡
ください。
県立友部東養護学校
℡0296-77-0647

※申込書は同センター、同連合会に
あります。
申・ 笠間市シルバー人材センター
（笠間市笠間1565）
℡0296-73-0373
茨城県シルバー人材センター連合会
（水戸市千波町1918）
℡029-244-4622

至内原

笠間市南友部1937
およめさんおむこさん

（0296）
78-0406

電動車いすのまるやま
笠間市鯉淵6526-47 県立中央病院向い
TEL 0296-73-5707
平成23年

広報かさま10月号
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Information

情報コーナー
▲▲

案 内

▲

ⓒ2011「DOG×POLICE」FILM PARTNERS

内容 片 田 敏 孝さん（群馬大学大学
院教授）
による特別講演。パネルディ
スカッション ほか。
建設課
（内線501）
県土木部河川課℡029-301-4485

「農業用廃プラスチック（使用
済み農ビ・農ポリ）の収集」のお
知らせ

▲

▲

▲

▲

▲

広報かさま10月号

第50回水戸矯正展を開催
犯罪と非行のない社会作りのため
に、法務省が主催する「社会を明るく
する運動」の一環として開催します。
日時 11月19日
（土）
午前9時30分〜午後3時
場所 水戸刑務所（ひたちなか市市
毛847）
内容 刑務所作業製品の展示即売、
矯正関係資料のパネル展示など
水戸刑務所企画部門
℡029-272-2424
▲

平成23年

NTT東日本では、11月中に順次、
新しい電話帳を各ご家庭や事務所へ
配達員がお届けします。また、古い電
話帳は、地球環境保護や資源の有効
活用のため、新しい電話帳の配達時
に回収しますので、配達員へお渡しく
ださい。なお、
ご不在等で古い電話帳
を配達員に渡せなかった場合は、下
記へご連絡いただければ回収にお伺
いしますので、
ご連絡ください。
タウンページセンタ
℡ 0120-506-309（受付：月〜金
午前9時〜午後5時）

▲

21

▲

美しい水際線を守るとともに、潤い
のある水辺環境の創造によって地域
の活性化を図るためシンポジウムを

NTT東日本発行の電話帳を配
達・回収しています

▲

▲

第25回茨城県水際線シンポジ
ウムを開催

袋など（農薬容器、ブルーシート、フ
ィルム用留め金などは収集できませ
ん）
注意事項
○農ビと農ポリは処分方法が異なり
ますので、必ず分別してください。
○農ビの白色と黒色は必ず分別して
ください。
○荷造りは、必ず１束ごとにひも端に
登録番号を記入してください。
○よく乾燥させ泥などを落とし、作物
の残さ、金属片などの異物を取り除
いてください。
○不適正な荷については、収集しま
せん。持ち帰りとなりますのでご注意
ください。
農政課（内線525）

▲

▲

笠間市、園芸いばらき振興協会に
おける農業用プラスチック適正処理
対策事業の一環として、農業用廃プ
ラスチック
（使用済み農ビ・農ポリ）の
収集を実施します。
収集を希望する方は、事前に登録
証を発行しますので、登録期間内に印
鑑をお持ちの上、登録してください。
収集日時・収集場所
①12月2日（金）午前9時30分〜正
午・エコフロンティアかさま
（笠間地区）
②12月14日（水）午前9時30分〜
正午・
ＪＡ営農推進センター
（岩間地区）
③12月16日（金）午前9時30分〜
正午・
ＪＡ営農推進センター
（友部地区）
登録期間 11月７日（月）〜11月
25日
（金）まで
（土日・祝日を除く）
登録場所 笠間市役所農政課
年間登録料 １戸当たり1,000円
収集費 農業用ビニールフィルム
１キログラム当たり５円
農業用ポリエチレンフィルム
１キログラム当たり13.10円
※排出した農ビ、農ポリの重量を測定
し、排出した量に応じて、後日登録料
と併せて請求します。
収集できる農ビ 統一マーク 農ビ
のプリントされているもの。
（糸入りは収集できません）
収集できる農ポリ 被覆用ポリフィ
ルム、マルチフィルム、園芸用ポット、
園芸用育苗トレイ、水稲育苗箱、肥料
▲

▲

警備犬と訓練士である警察官との
絆、そして命を救うため、彼らが事件
を食い止めようと奮闘する姿を描く
感動のアクションエンターテインメン
ト
『ＤＯＧ × ＰＯＬ
ＩＣＥ 純白の絆』。
犯罪者に対して天性の鋭い嗅覚を
持ち、刑事を目指していた若き警察
官・早川（市原）
は、警備犬の訓練所へ
の異動命令に失望するが、そこでハ
ンデキャップを持ち、警備犬への道を
閉ざされてしまった犬シロと出会い、
シロを立派な警備犬にしようと決意。
シロに情熱と愛情を注ぎ、
シロもその
才能を開花させていく。そんな時…。
撮影時出演者 市原 隼人、戸田 恵
梨香、
時任 三郎、
村上 淳、
カンニング
竹山、
阿部 進之助 ほか
撮影地 旧県畜産試験場、
北山公園、
旧新茨中
（工場跡地）
撮影場面 警察犬訓練所・野営訓練
シーン・ＳＡＴとの合同訓練直後のシ
ーン
公開映画館 TOHOシネマズ 水戸
内原 ほか
※10月1日から公開中です。
商工観光課
（内線510）

▲

映画『ＤＯＧ × ＰＯＬＩＣＥ
純白の絆』当市でも撮影

は問合せ先です。

▲

開催します。
日時 11月10日
（木）午後1時〜4時
場所 笠間公民館
テーマ 「川を生かした安心と魅力
のまちづくり」

申 は申込み先、

