
　

笠間市被災住宅復興支援利子補
給補助事業の期間延長《融資額
の利子の一部を補助します》
　市では、東日本大震災により被害を
受けた住宅等を、金融機関から融資
を受けて補修等をする方を対象に、借
り入れにかかる利子の一部を補助して
います。より多くの被災者の負担軽減
を図るため、申請期間を延長していま
す。補助を受けるためには要件があり
ます。要件や補助額等については、お
問い合わせください。
申�請期限▶平成29年12月28日
　（土日・祝日等を除く）
　午前8時30分～午後5時15分
申請場所▶都市計画課
　�※申請書は都市計画課窓口、各支所
地域課に用意してあります。また、
市ホームページからもダウンロード
できます。

問 都市計画課（内線588）

茨城県陶芸美術館�企画展
茨城県立笠間陶芸大学校開校記念展
現代陶芸・案

ガ イ ド

内
　世界的に著名な海外作家から日本の
新進若手作家にいたる多様な現代陶芸
を、さまざまなアプローチでわかりや
すく紹介します。
会期▶7月16日（土）～9月11日（日）
時�間▶午前9時30分～午後5時
　（入場は午後4時30分まで）
料�金▶一般720円　高大生510円
　小中生260円
休�館日▶月曜日
　�※ただし、祝日の場合は開館し翌日
休館。8月15日は開館。

問 茨城県陶芸美術館
TEL 0296-70-0011

茨城県近代美術館�企画展
「乙女デザイン―大正イマジュ
リィの世界」
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二など
大正期に絶大な人気を集めた「かわい
い」商業デザイン、イラストレーショ
ンを紹介します。
会期▶7月16日（土）～9月25日（日）
時�間▶午前9時30分～午後5時
　（入場は午後4時30分まで）
料�金▶一般980円、高大生720円、
小中生360円
休館日▶毎週月曜日
　�※ただし、祝日の場合は開館し翌日
休館。

問 茨城県近代美術館
TEL 029-243-5111

森と湖に親しむ旬間
飯田ダム見学会
日�時▶7月31日（日）
　午前10時～午後3時（小雨決行）
場�所▶飯田ダム管理事務所
　（笠間市飯田1125-12）
内�容▶ダム監査廊、船庫の一般公開、
クイズラリー等
参加費▶無料
問 茨城県水戸土木事務所 ダム管理課
TEL 029-225-4515

「こころの健康講座」の参加者を
募集
　毎日の生活の中で、身体が元気でい
ると心も元気、身体が疲れていると心
も疲れてしまうと感じることは誰にで
もあることだと思います。このように
身体と心は繋がっています。今回の講
義は身体疾患からくる精神症状につい
ての関係を学ぶ機会となります。
　また、家族ミーティングを開催しま
す。家族同士なので、他人に分かって
もらいにくい悩みや体験を、安心して
話すことができます。皆さんの参加を
お待ちしています。
日�時▶8月4日（木）午後1時30分～
3時（受付：午後1時～）

場�所▶岩間保健センター
（笠間市下郷5139-1）
内容▶
⑴ 講義「身体疾患からくる

精神症状について」
　茨城県立こころの医療センター
　医師�佐

さとう

藤�雅
まさし

士さん
⑵ミーティング
定員▶25名（先着順）
参加費▶無料
申込方法▶電話でお申し込みください。
申込期限▶7月28日（木）
問・申 岩間保健センター
TEL 0299-45-7888

「日本女性会議2016秋田」
参加者募集
　日本女性会議は、社会の変化に伴う
さまざまな課題を男女共同参画の視点
で考える、参加者相互の交流を目的と
した全国規模の会議です。
　市では、日本女性会議に参加する方
の費用の一部を補助します。男女共同
参画に関心がある方の参加を、お待ち
しています。
期日▶10月28日（金）～30日（日）
場所▶秋田県秋田市（秋田県民会館ほか）
内容▶記念講演、シンポジウム、
　分科会　など
対象者▶
・市内在住の女性
・研修報告会で講演できる方
・�笠間市男女共同参画人材バンクに
登録できる方
・日本女性会議に参加経験のない方
募集人員▶3人（書類選考あり）
補�助限度額▶補助対象経費の2分の1
以内（5万円限度）
　�※補助対象経費…参加費、交通費、
宿泊費
募集期限▶7月29日（金）
申�請方法▶参加を希望される方は、
秘書課までお問い合わせください。
　�※派遣が決定した方には、市の所定
の書類および参加後の報告書等の作
成をお願いします。

問 秘書課（内線225）

申 …申込み先
問 …問合せ先情報コーナー

募集
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エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（5月20日）
【搬入車両等対策】
搬入車両について市内4か所で監視活動（市内通過禁止区
域の現地確認等）を行い、各班からその結果報告を受けた。
・1班　「エコフロンティアかさま」入口
・2班　「才木交差点」角
・3班　逆川「芸術の森公園」入口
・4班　施設内（管理棟前）
【監視活動結果】
①�「エコフロンティアかさま」入場にあたって、周辺道路
上での待機車両はなかった。また、埋立地に搬入した
車両の車体およびタイヤ洗浄について実施しているこ
とを確認した。

②�2台の搬入車両について、搬入業者に義務付けているス
テッカーが未標示であった。会議終了後、事業団にお
いて確認した結果、廃棄物搬入車両であることが判明
したため、すべての搬入業者にステッカー標示を徹底
させるよう事業団へ指示した。

【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。
※�今回の監視で「エコフロンティアかさま」への搬入に伴
い、市内通過禁止区域を通行した産業廃棄物搬入車両
はありませんでした。

第56回水戸黄門まつり（水戸市）
　千波湖畔での花火大会を始め、水
戸黄門パレード、市民カーニバル�in�
MITO、神輿連合渡御、山車巡行等、
見どころ満載のおまつりです。
期間▶8月5日（金）～7日（日）
　�※5日は、午後7時30分から花火
大会を千波湖で行います。（荒天の
場合、12日（金）に延期）

問 水戸観光協会
TEL 029-224-0441

大洗町夏のイベント
●海水浴場開設期間
　7月16日（土）～8月21日（日）
●大洗海上花火大会

期�日▶7月30日（土）※荒天の場合、
31日（日）に延期
会場▶大洗サンビーチ
問 大洗のまつり実行委員会（商工観光
課内）TEL 029-267-5111

ひたちなか市�海開き
　3つの海水浴場が一斉にオープンし
ます！16日は阿字ヶ浦海水浴場で、
17日は平磯海水浴場と姥の壊マリン
プールでオープニングイベントが開催
されます。
期間▶7月16日（土）～8月21日（日）
場�所▶阿字ヶ浦海水浴場、平磯海水浴
場、姥の懐マリンプール

問 ひたちなか市観光協会（阿字ヶ浦・
平磯海水浴場）TEL 029-273-0116
ひたちなか市観光振興課（姥の懐マリ
ンプール）TEL 029-273-0111

となりの
まちから 7月の納税等

納期限▶8月1日（月）

●�納税には、簡単で便利な口座振
替をご利用ください。
●�納期限を過ぎると延滞金が加算
されます。早めの納税をお願い
します。
●�口座振替で納付の方は預金残高
の確認をお願いします。

新教育委員を紹介します

　平成28年第2回笠間市議会定例会におい
て、梅

うめさと

里�節
せつこ

子さんを教育委員に任命する議案
について議会の同意が得られ、6月24日付で
就任しました。
任期▶6月24日から4年間
　教育委員は、人格が高潔で、教育・学術・
文化に関する識見を有する人たちの中から選ばれます。
　主に、学校や教育機関の設置・管理、学校教育、社会教育、
スポーツ、文化財など、教育に関する事務を管理執行してい
ます。また、教育委員会は、教育委員による合議制の執行機
関で、地方公共団体の長から独立して設けられています。

笠間市等公平委員会委員を紹介します

　6月23日付で、河
か わ ら い

原井�規
のりお

夫さん
（新任）が笠間市等公平委員会委員
に選任されました。
任期▶6月23日から4年間
　公平委員会の委員は、人格が高潔
で、地方自治の本旨および民主的で
能率的な事務の処理に理解があり、人事行政に関し
識見を有する人の中から選ばれます。主に、職員の
勤務条件に関する措置の要求および職員に対する
不利益処分についての審査請求を審査し、これにつ
いて必要な措置を講ずるなどの事務を処理します。

・ 固 定 資 産 税
・ 国 民 健 康 保 険 税
・ 後期高齢者医療保険料

（2期分）
（2期分）
（1期分）
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