⑫「サロン（集いの場）
」事業に助成
します

募 集
⑯緑のカーテンコンテストの参加者を募集します
市民の皆さんに夏の節電対策「緑のカーテンづくり」に取り組んでいただくきっかけとして、
コンテストを実施します。
対象 市内に居住する方、または市内に事務所を有する団体等
募集 個人の部/事業所の部
申込方法 写真と応募用紙にコメント等を記入し、事務局へ郵送または持参してください。
【写真】育てた「緑のカーテン」のカラー写真 2 枚
※2L サイズで遠景（全体が入る写真）と近景写真を各 1 枚提出してください。
【コメント等】指定の応募用紙に、植物の種類、栽培時の工夫や生育状況・効果などについて
100 字程度で記入してください。
その他 ・応募いただいた写真やコメント等は返却しません。なお、写真やコメント等の著作権
は当協議会に帰属します。
・写真やコメント等は、当協議会の広報活動等に使用させていただくことがあります。
・入賞者の個人情報は、本人の了解を得たうえで、氏名等を公表することがあります。
※応募者全員に記念品をお配りします。また、優秀な作品については別途賞品があります。
申込期限 9 月 20 日（金）必着
申・問 〒309-1792 笠間市中央 3-2-1 笠間市民憲章推進協議会事務局
笠間市役所 市民活動課内（内線 132・133）

⑰「第 38 回自然観察会」の参加者を募集

⑱「現地見学会」の参加者を募集します

ハイキングを楽しみながら、身近な樹木や
草花など、自然の魅力を知っていただくため
に、自然観察会を開催します。
日時 9 月 21 日（土）小雨決行
午前 9 時～正午
※昼食は取らずに解散します。
場所 笠間湖周辺（飯田地区）
講師 茨城県環境アドバイザー
あ み たまこ
よしたけ わ じ ろ う
安見 珠子さん、吉武 和治郎さん
対象 健脚の方で、自然観察に興味のある方
定員 30 名（応募者多数の場合は抽選）
参加費 無料
持ち物 飲み物、雨具（傘・長靴）
、筆記用具
杖（ステッキ）等、植物等の図書など
服装 ハイキングができる服装
主催 かさま環境を考える会
申込期限 9 月 13 日（金）
申・問 環境保全課（内線 125）

日時
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9 月 28 日（土）午前 9 時～正午
（悪天候時は中止）
見学場所 御前山県立自然公園内（国有林内）
集合場所 茨城県東茨城郡城里町御前山
赤沢公園駐車場（現地集合）
内容 国有林内を、森林技術・支援センター
で行う取り組みや樹木等を観察しな
がら周ります。（約 1.5 ㎞）
※登山道を歩くので、トレッキングシューズ
や運動靴をご用意ください。その他、飲み物
や雨具等も各自ご用意ください。
定員 20 名（先着順）
参加費 50 円（ボランティア保険料）
募集期間 9 月 1 日（日）～20 日（金）
申・問
関東森林管理局森林技術・支援センター
℡ 0296-72-1146（担当 井上）

市民税等は納期限を過ぎると延滞金が加算されます。
25-16 納期限内の納付をお願いします。

「サロン（集いの場）」とは
身近な場所に集まり、楽しく仲間づくりを
したり、困りごとなどを話し合ったりして、
より良い暮らしにつなげる活動です。
対象地域 笠間地区、岩間地区
※友部地区は社会福祉協議会の支部が設置さ
れているため、対象外とさせていただきます。
助成内容 サロン開設に必要な物品購入経費
および運営費
初年度：30,000 円以内
2 年目以降：15,000 円
（申請時期により金額の変動あり）
助成要件
【活動内容】
子育て支援、障がい者との交流、高齢者の
健康・元気づくり、世代間交流など
【活動場所】
集まりやすい身近な公共施設や個人宅等
（おおむね歩いて片道 10 分以内の場所）
【実施回数】
月 1 回以上、定期的に開催すること
【参加者数】
利用者が 5 人以上を見込めること
申込方法
笠間市社会福祉協議会笠間支所、または
岩間支所窓口でお申し込みください。
申込開始 9 月 2 日（月）
問 笠間市社会福祉協議会
笠間支所 ℡ 0296-73-0084
岩間支所 ℡ 0299-45-7889

⑬「ひきこもり講演会」を開催します
日時
会場
演題

9 月 12 日（木）午後 1 時 30 分～4 時
つくばカピオ（つくば市竹園 1-10-1）
「ひきこもりと発達障害 ～家族と
支援者はどうサポートすべきか～」
ほ し の よしひこ
講師 福島学院大学 教授 星野 仁彦さん
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期限 9 月 5 日（木）
申・問 精神保健福祉センター 相談援助課
℡ 029-243-2870

⑭「買え買え詐欺」にご注意ください
震災後に、太陽光発電事業などをうたった
「買え買え詐欺」がみられましたが、最近では、
シェールガス、メタンハイドレートなどの新た
なエネルギー資源に関する事業をうたった「買
え買え詐欺」の相談が寄せられています。少し
でも不安や恐怖を感じたら、すぐに警察または
笠間市消費生活センターへ相談してください。
消費生活センターからのアドバイス
・
「権利を高値で買い取る」などといった勧誘
の電話には、
「興味ありません」
「お断りします」
と言って電話を切りましょう。
・笠間市後援をかたる場合や、脅すような口調
で金銭の支払いを求める場合があります。
・業者の話をうのみにせず、お金を払ったり契
約をしたりする前に、周囲の人や消費生活セン
ターに相談しましょう。
相談日時 火曜日～土曜日
午前 9 時～正午・午後 1 時～4 時
問 笠間市消費生活センター
℡ 0296-77-1313

⑮茨城県立産業技術短期大学校「2013
オープンキャンパス」を開催します
茨城県立産業技術短期大学校では、新規の
高卒者から社会人に対し、「開かれた短期大
学校」として IT のプロフェッショナルを育
成しています。
進路について悩んでいる方、技術を身に付
けたいと考えている方、ぜひご参加ください。
期日 9 月 28 日（土）、10 月 19 日（土）、
11 月 16 日（土）
会場 茨城県立産業技術短期大学校
（水戸市下大野町 6342）
内容 学校ガイダンスおよび施設見学、体験
授業（CG 体験、プログラミング等）
対象者 高校生および保護者、企業の方、
IT に関心をお持ちの方
申込方法 電話、またはホームページよりお
申し込みください。
申込期限 各開催日の 3 日前まで
申・問 茨城県立産業技術短期大学校
℡ 029-269-5500
ホームページ
http://www.ibaraki-it.ac.jp

国民健康保険税は、口座振替にすると便利です。
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