④木造住宅の耐震診断を受け付けています

募 集
⑮第 44 回自然観察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。当日はハイキ
ングができる服装でご参加ください。参加費
は無料です。
日時 11 月 15 日（土）午前 9 時～正午
（小雨決行）
※昼食は取らずに解散します。
場所 吾国山（本戸地区）
講師 茨城県環境アドバイザー
あ

み

た ま こ

安見 珠子さん
よ した け
わ じ ろ う
吉武 和治郎さん
対象 健脚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）
持ち物 飲み物、植物等の図書、雨具（傘・
長靴）、杖（ステッキ）、筆記用具
主催 かさま環境を考える会、笠間市
申込方法 電話でお申し込みください。
申込期限 11 月 7 日（金）
申・問 環境保全課（内線 125）

⑯花の名所プロジェクト「スイセンの球
根植付け」の参加者を募集します
ポレポレ近くの公園（亀ケ橋北児童公園、
大池公園）に 3 年にわたりスイセンの球根を
植え、春には綺麗に咲くようになりました。
今年も 3 品種約 3,600 個の球根を植え付け
ます。庭にスイセンがある方は球根をお持ち
ください。一緒に植え付けましょう。
皆さんの手で「花の名所」を作りましょう。
日時 11 月 8 日（土）午前 8 時半〜10 時半頃
（小雨決行）
集合場所 大池公園付近
内容 球根の植え付け
定員 50 名程度
持ち物 軍手、タオル
※移植ゴテ、飲み物は用意します。
※土で汚れても良い服装でお越し
ください。
申・問 「花の名所作り推進チーム」事務局
℡ 080-1216-4539
FAX 0296-72-0078

⑧ページ

⑰岩間図書館「やさしい製本入門～ミニ
アルバム作り～」の参加者を募集します
色画用紙を糸で綴じて、オリジナルのアル
バムを作ってみませんか。参加費は無料で
す。どなたでも参加できるので、お気軽にお
申し込みください。
日時 11 月 20 日（木）午後 1 時～4 時
会場 市民センターいわま 2 階会議室
（岩間図書館隣り 笠間市下郷 5140）
定員 10 名（応募者多数の場合は抽選）
持ち物 筆記用具（シャープペンまたは鉛
筆、消しゴム）、カッター、カッタ
ーマット、はさみ、定規（30cm 以
上）、タオル
申込方法 岩間図書館の窓口へ直接、または
電話でお申し込みください。
申込期限 11 月 6 日（木）
申・問 岩間図書館 ℡ 0299-45-2082

⑱「第
4 回 笠間コン～みんなで笠間に
あい
こい
愛に恋～」の参加者を募集します
のべ 50 組を超えるカップルが誕生してい
る大好評の街コンです。
笠間稲荷神社周辺の飲食店で食べ歩きを
しながら素敵な出会いを。
日時 11 月 22 日（土）午後 6 時～9 時 40 分
対象 独身の方（23 歳以上 40 歳以下）
※必ず同性2 人1 組で参加してください。
定員 男性 50 名、女性 50 名
参加費 男性 6,500 円、女性 3,500 円
主催 笠間コン実行員会
後援 笠間市、（一社）笠間観光協会、笠間
市商工会、いばらき出会いサポートセ
ンター
その他 詳細についてはブログをご覧くだ
さい（
「笠間コンのブログ」で検索）
。
申込方法 メールでお申し込みください。タ
イトルに『「笠間コン」希望』、本
文に①参加者の氏名（2 名）②年
齢③性別④お住まいの市町村名
（2 名）を記載してください。
申込期限 11 月 14 日（金）
申・問 笠間コン実行委員会
メール kasamakon2013@yahoo.co.jp

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。

笠間市では、「震災に強いまちづくり」を推進するため「木造住宅耐震診断事業」を実施して
います。
この事業は、一定の条件を満たす木造住宅の所有者が耐震診断を希望する場合、専門的知識を
有する「木造住宅耐震診断士」を派遣して耐震診断を行い、耐震性能の確認や耐震化の意識の啓
発を図ることを目的としています。
診断概要 ・茨城県知事が認定した「茨城県木造住宅耐震診断士」を派遣します。
・建築物の耐震性を目視および建築時の図面により診断します。
※この診断は、あくまで耐震補強の必要性の有無について判定することを目的とし
ています。
対象住宅 ・市内にある一戸建ての木造住宅または店舗等併用住宅（床面積の 2 分の 1 以上が居
宅であるものに限る）で、階数が 2 階以下かつ延べ床面積 30 平方メートル以上の
もの
・昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築確認を受けて着工され建築されたもの（建築時に
おいて建築基準法に該当しなかった場合は除く）
（注）建築年、建築概要が建築確認通知等で確認できることが必要です。
じ くぐ み

わ くぐ みか べ

・在来軸組工法または枠組壁工法で建築されたもの
（注）丸太組工法（ログハウス）およびプレハブ工法などは対象外です。
※東日本大震災により被災した住宅で罹災証明書の判定区分で「半壊」以上の判定を
受けた住宅は対象外です。
対象者 上記の対象住宅の所有者で、税金の滞納をしていない方
診断費用 個人負担 2,000 円
募集戸数 20 戸（応募者多数の場合は抽選）
申込方法 都市計画課へご連絡ください。その後、都市計画課に申込書の提出をお願いします。
※申込書は、都市計画課、各支所地域課、公民館、図書館等に置いてあります。また、
笠間市ホームページからもダウンロードできます。
笠間市ホームページ http://www.city.kasama.lg.jp/（「耐震」で検索）
※悪質な業者による勧誘にご注意ください。市から訪問や電話により、耐震診断を勧
めることはありません。不明な点については、お問い合わせください。
申込期間 10 月 31 日（金）まで（土日・祝日は除く）
受付時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
申・問 都市計画課（内線 588）

⑤農業振興地域整備計画の随時変更の受付けについて
農業振興地域整備計画の総合見直しに伴い、休止していた整備計画の随時変更（個別的な農用
地区域からの除外等）の申請受付けを次の期日より再開します。
農振農用地からの除外等の申請を予定している方は、受付期間内に農政課へ提出してください。
なお、今後の除外申請受付けは年 3 回（4 月、8 月、12 月各月末締切り）となります。
受付期間 11 月 4 日（火）～12 月 26 日（金）
申・問 農政課（内線 542）

｢ごみ処理ハンドブック｣は、笠間市ホームページからご覧いただけます。
http://www.city.kasama.lg.jp/（「ごみ処理」で検索）

③ページ

