第1回 笠間コン あ い こ い
～みんなで笠間に愛に恋～
参加者募集

となりのまちから

コスモスに囲まれて安らぎのひと
独身男女限定です。笠間稲荷神社周辺
時を（小美玉市）
の飲食店を巡りながら素敵な出会いを見
希望ヶ丘公園では約500万本のコス
つけてみませんか。
モスが咲きほこり、
『センセーション』と
日時▶11月23日（土）
いうポピュラーな品種を中心に、濃紅色、
午後6時～9時20分
桃色、白色の花を咲かせ、見る人の目を
対象▶独身の方（25歳以上45歳以下）
楽しませてくれます。
＊必ず同性2人1組で参加してください。
定員▶男性50人 女性50人
参加費▶男性6,000円 女性4,000円
募集期間▶10月1日
（火）
～11月5日
（火）
後援▶笠間市、
（一社）笠間観光協会、笠
間市商工会
ブログ▶
http://ameblo.jp/kasamakon2013/
【開花時期】
申 ・ 問 笠間コン実行委員会
例年9月中旬から10月下旬で、10月
℡090-2565-8681
上・中旬に見ごろを迎えます。

※園内での摘み取りができます。
【開花時期中、園内には売店も】
開花期間中、園内では午前10時から
午後3時頃まで、野菜や乳製品などの地
場産品の販売を予定しています。
問 小美玉市役所 商工観光課
℡0299-48-1111（内線1161）

大洗しらす祭（大洗町）
とれたての生しらすを味わってみませ
んか。当日は、生しらす丼・魚貝類・干
物などを特別価格で提供します。
日時 ▶10月6日（日）午前9時～午後2
時※雨天決行。天候により内容が変更
になる場合があります。
会場▶大洗町魚市場内
問 大洗町役場 農林水産課
℡029-267-5111

調停相談会を開催 ～困りごとなんでも無料相談会～
調停は、話し合いで紛争を解決する制度です。合意した内容は判決と同様の効力があります。
民事に関する困りごとがある方は、この機会にご相談ください。相談は無料です。また、秘密は厳守します。事
前予約は必要ありませんので、直接会場にお出かけください。
日時▶10月6日（日）午前10 時～午後4 時（午後3 時受付終了）
会場▶友部公民館

2階

【相談担当者】
民事調停委員、弁護士、司法書士、一級建築士、元教職員、元消費者センター職員、
笠間調停協会調停・司法委員
※関係書類があればご持参ください。
【問合せ】笠間調停協会

℡0296-72-0259

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告
（7月25日）
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）】
環境保全事業団より、監視項目表に基づき維持管理状況の報告を受けた。
・一般廃棄物、産業廃棄物とも施設の維持管理計画に従い適正に実施されて
いる。
【現地監視】
溶融処理施設内
・中央制御室での管理状況について監視した。
【次回の監視活動】
廃棄物の受入について監視活動を実施。

9月の納税等
納期限： 9月30日（月）
国 民 健 康 保 険 税 （４ 期 分）
後期高齢者医療保険料 （３ 期 分）
※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。
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秋季いばらきグリーンフェスティ
バルを開催

友部公民館「幼児演劇鑑賞会」参
加者募集

10月は「都市緑化月間」です。都市緑
化の大切さを楽しみながら感じていただ
けるよう、
「いばらきグリーンフェスティ
バル（都市緑化祭）
」を開催します。皆さ
んのご来園をお待ちしています。
日時▶10月19日（土）※雨天中止
午前10時～午後3時
会場▶笠間芸術の森公園 イベント広場
内容▶インテリアグリーン（ミニ観葉植
物）作成教室、球根つかみどり、ヤマ
ブキ苗配布、万華鏡づくり教室、無
料配布コーナー（風船・水ヨーヨー）
、
パネル展示（防災施設の紹介）等
＊内容は予告なく変更となる場合があり
ます。
問 管理課（内線576）

劇団飛行船による演劇『赤ずきん』を
開催します。園児を対象とした鑑賞会で
すが、未就園児も参加できますので、鑑
賞希望者は友部公民館までお申し込みく
ださい。
日時▶10月16日（水）
午
 前の部 午前10時15分開演
午後の部 午後0時30分開演
（1日2回公演）
会場▶友部公民館 体育室
入場料▶無料
申込方法▶友部公民館窓口で直接申し込
むか、電話でお申し込みください。
受付時間▶午前9時～午後5時15分
（月曜日休館）
※収容人数に限りがあるため、鑑賞を希
望する方は必ずご連絡ください。
申 ・ 問 友部公民館
〒309-1737 笠間市中央三丁目3番
6号 ℡0296-77-7533

特設行政相談所を開設します
秋の行政相談週間10月21日（月）～
27日（日）が始まります。
例えば、毎日の暮らしの中で「困りご
とがあるが、どこに相談してよいかわか
らない」
「わかりづらい道路案内標識を
改善してほしい」など、困っていること、
望んでいることなどはありませんか？
行政相談委員は、総務大臣から委嘱さ
れた民間の有識者で、国や県、市、など
が行っている仕事に対する意見・要望な
どを住民から受け、助言や関係行政機関
への通知などを行い、問題解決の促進を
図っています。相談は無料で、秘密は厳
守されます。
《特設行政相談所》
日時▶10月23日（水）午後1時～3時
会場▶笠間ショッピングセンターポレポ
レシティ1階セントラルコート
《行政相談委員》
いそ

やすこ

しばた

りょうこ

、
柴田 良子さん（大
磯 靖子さん（稲田）
も ろ

ゆたか

田町）
、茂呂 裕さん（下郷）
※予約申込みは不要です。お気軽にご相
談ください。
問 秘書課（内線225）
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「レイクエコーフォトコンテスト
2013」の作品募集
世代を問わず、男女が協力し合い、共
に働く様子や地域活動への参加、家族の
ふれあい等、人と人との豊かな交流が実
感でき、男女共同参画社会推進の視点を
もった作品を募集します。
応募資格▶茨城県内在住・在勤の方
応募規定▶
⑴未発表の作品で、人物が撮影されてい
る作品
⑵大きさは、Ａ4または四つ切りサイズ。
デジタルカメラの場合は加工不可
⑶出品数は一人1点。組作品は不可
⑷必ず被写体本人の了承を得てください
応募方法▶
笠
 間市役所 秘書課に置いてある「レ
イクエコーフォトコンテスト2013応
募票」に必要事項をご記入のうえ、作
品裏に添付して茨城県女性プラザ 女
性プラザ課に郵送または持参してくだ

さい。
※原則、額に入れて出品してください。
（高校生以下は額なしも可）
応募締切▶10月13日（日）必着
（月曜日は休館）
応募された作品は、次の期間中展示を行
います。
作品展▶11月12日
（火）
～12月14日
（土）
会場▶レイクエコー（行方市宇崎1389）
申 ・ 問 茨城県女性プラザ 女性プラザ課
〒311-3824 行方市宇崎1389番地
℡ 0299-73-2300

佐藤直子プロの地域ふれあい
テニス交流体験募集
世界的に有名なプ
ロテニスプレーヤー
さ と う なお こ
の佐 藤直 子 さん（全
豪ダブルス準優勝・
ウィン ブ ルド ン14
年連続出場）が全国各地で開催している
地域ふれあいテニス教室が笠間で開催さ
れます。一緒にテニスを楽しみませんか。
室内で行うスポンジテニス教室なの
で、テニスが初めてのお子さんも大歓迎
です。
日時▶10月12日（土）午前10時～正午
会場▶笠間市民体育館
対象▶5歳～小学3年生の子どもと保護
者のペア（ご家族および近所のお兄さ
んやお姉さんとのペアも可）
定員▶70組140名※先着順
参加費▶1組1,000円（保険料含む）
※当日会場で徴収します。
持ち物▶室内シューズ、運動ができる服
装、飲み物、タオル
※ラケットなどの道具は、こちらで用
意します。
申込 方法▶① 住 所 ② 参 加 者 の お 名 前
③年齢④電話番号を明記のうえ、ハ
ガキまたはＦＡＸでお申し込みくだ
さい。
申 ・ 問 笠間市指定管理者 NPO日本ス
ポーツ振興協会
〒309-1613笠間市石井2068-1
℡0296-72-2101（笠間市民体育館）
FAX0296-72-2102

