
エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（5月21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。搬入車両の分散化や走行速度も守られており、

特に問題はなかった。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も、ともに実施していることを確認した。
② 1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標示がなかった。すべての搬入車両にステッカー標示を徹底さ

せるよう事業団に指示した。
【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搬入している産廃車両に、市内通過禁止区域を通行した搬入車両はありませんでした。

7月の納税等
納期限： 7月31日（水）

固　定　資　産　税 （２期 分）
国 民 健 康 保 険 税 （２期 分）
後期高齢者医療保険料 （１ 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。

を大洗の夏祭りとして実施します。
期日▶8月11日（日）
会場▶大洗マリンタワー前芝生広場
●大洗八

はっさくまつり

朔祭
　宵祭では山車巡行。本祭では歩行者
天国となり、各商店街が工夫を凝らし
たさまざまな催し物や模擬店を実施し
ます。
期日▶8月24日（土）・25日（日）
　　　【神事】 8月25日（日）
場所▶大洗町全域
問 大洗のまつり実行委員会（大洗町商
工観光課内）℡029-267-5111

第53回
水戸黄門まつり（水戸市）
期間▶8月2日（金）～4（日）
　※ 8月2日（金）には、午後7時30

分から恒例の花火大会を千波湖畔

および湖上で行います（花火大会
は荒天の場合、9日（金）に延期）。

問 水戸黄門まつり実行委員会（水戸観
光協会内）℡029-224-0441

第35回東海まつり（東海村）
期日▶8月10日（土）
　花火大会は午後7時～8時30分
　※荒天の場合のみ延期
会場▶阿漕ヶ浦公園
内容▶花火打ち上げ、出店等
問 東海まつり実行委員会
℡029-283-2141

「プリンスアイスワールド2013
ｉｎ笠松」開催のご案内

（ひたちなか市）
　（財）茨城県体育協会では、アイス
スケートの普及・振興を目的にアイス
スケートショーを開催します。

日時▶9月21日（土）22日（日）
　 （1日2公演、計4公演）、両日とも

第1回目／午前11時30分～、
　第2回目／午後3時30分～
会 場▶笠松運動公園屋内プール兼ア

イススケート場（ひたちなか市佐和
2197-28）

出 演者▶八木沼純子、荒川静香、本田
武史、太田由希奈、フィオナ・ザル
ドゥア＆ドミトリー・スハノフ

【チケット】
発売開始日▶7月20日（土）
料金▶アリーナ席11,000円、
　Ｓ席7,000円（小学生以下3,500円）、
　Ａ席5,000円（小学生以下2,500円）。
チ ケット取扱所▶笠松運動公園管理事

務所ほか
申・ 問 笠松運動公園管理事務所
℡029-202-0808

　6月23日付で、後
ご と う

藤万
ま り こ

里子さん（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。

　第二次世界大戦の終結から68回目の夏を迎えようとし
ています。
　市では、戦争の悲惨さと平和の尊さを後世に語り継ぎ、
戦没者およびその御遺族に対し、追悼の意を表すとともに、
市民挙げて恒久の平和を祈念するため、今年も8月17 日

（土）に市戦没者追悼式を行います。戦没者家族以外の方
でも、参加できますのでお気軽にご参加ください。
◆笠間市戦没者追悼式
　日時：8月17日（土）　午前10時～
　会場：笠間公民館大ホール

公平委員を紹介します 笠間市戦没者追悼式
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案内
茨城空港から那覇直行便が再び
運航！
　昨夏、ご好評いただいた茨城空港発
の那覇直行便が、今年も7月1日から
1日1往復運航しています。
　各旅行会社で組まれている、格安
パックツアーもありますので、今年の
夏休みは、茨城空港から直行で行ける
リゾート沖縄をお楽しみください。
☆運航ダイヤ

茨城 ⇒ 那覇 那覇 ⇒ 茨城

11：10⇒14：15 14：50⇒17：25
※ 上記運航ダイヤ・料金等については、

事前にご確認ください。
スカイマーク予約センター
℡050-3116-7370（午前9時～午
後7時30分/年中無休）
問 茨城空港利用促進等協議会（茨城県
空港対策課）℡ 029-301-2761
茨城空港ホームページ
http://www.ibaraki-airport.net/

不法投棄を見つけたらお電話を！
　茨城県では年々悪質・巧妙化してい
る不法投棄行為者、搬入業者、排出業
者、土地提供者に対して撤去指導をし
ています。
　不法投棄対策は「早期発見・早期対
応」が最も重要です。
　不法投棄を見つけたら「不法投棄
110番（フリーダイヤル）」まで通報し
てください。

（0120-536380：いつもみんなで
むらなくみはれ）全県共通
問 県央環境保全室　℡029-301-3047
笠間市環境保全課（内線126）

募集
　　　　　

「防災士」の資格取得を応援し
ます
　市では、防災について総合的、体
系的に学び、地域防災のリーダーとな

る「防災士」の資格取得を目指す方に
5,000円の経費助成を始めます。
　茨城県が開催する「いばらき防災大
学」を受講し、「防災士」の資格を取得
しませんか。
　自主防災組織をはじめ行政区・消防
団等で活躍されている方や、企業・学
校等の防災担当者、防災に関心のある
方は、ぜひご応募ください。
開 講日▶8月31日（土）、9月14日

（土）、9月28日（土）、10月19
日（土）（全日程に出席できる方）

会場▶東海村研究交流プラザ
　（東海村白方162－1）
助成定員▶20名（先着順）
申込期限▶7月31日（水）
受講料▶11,000円
※ 詳細については、お申し込み時にお

知らせします。
助 成条件▶防災士資格取得後、ＮＰＯ

法人日本防災士機構に登録していた
だきます。

申  総務課、笠間支所地域課、岩間支
所地域課

問 総務課（内線205）

「いばらき営農塾」（定年帰農者
等支援研修野菜入門コース）の
受講者を募集
　野菜園芸を中心に基礎知識と技術を
学ぶ研修です。 
期間▶9月11日（水）～11月23日（土）
※ 原則、水曜日の夜間と土曜日の日中

に開講 
時間▶【講義】（原則週2日） 
　水曜日：午後6時30分～9時
　土曜日：午前9時30分～午後3時30分
会場▶茨城県立農業大学校（茨城町長岡）
対 象者▶茨城県内で定年退職等により

新たに農業を始めようとする方や農
業を始めて間もない方で、農産物を
販売し、収入を得ようとお考えの方

（おおむね65歳まで） 
内 容▶野菜を中心とした農業基礎知識

の講義と実習 
定員▶40 名（定員を超えた場合は選考）
受講料▶12,000円（テキスト代等別途）
申 込方法▶笠間農業改良普及センター

を経由して、茨城県立農業大学校に

お申し込みください。 
申込期限▶8月9 日（金） 
問 笠間地域農業改良普及センター
℡ 0296-72-0701 
問 茨城県立農業大学校
℡ 029-292-0419
ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nodai/
※ 営農研修等受講料の一部を助成しま

すので、詳しくは、笠間市農政課（内
線543）へお問い合わせください。

成人式実行委員を募集します
　市では、今年度二十歳を迎える方
の新たな人生の門出を祝福して、平成
26年1月12日（日）にパークスガー
デンプレイス（笠間市旭町）で成人式
を開催する予定です。
　そこで、成人式式典の企画・運営・
進行等にあたる実行委員を募集しま
す。実行委員の皆さんには、新しい視
点に立った成人式の在り方や、内容な
どについて話し合っていただきます。
　意欲に満ちた方々の参加をお待ちし
ています。
対象者▶平成5年4月2日～
　平成6年4月1日生まれの方
内 容▶成人式の企画・運営・進行など
※ 実行委員会を月1・2回程度開催し

ます。
定員▶10名程度
申込期限▶8月30日（金）
申・ 問 生涯学習課（内線384）

となりのまちから

大洗夏のイベント（大洗町）
●大洗海上花火大会
　ワイドスターマインや二尺玉を打上
げる華やかな花火大会を開催する予定
です。
期日▶7月27日（土）
※延期の場合7月28日（日）
会場▶大洗サンビーチ
●盆踊りの夕べ
　大洗青年団体連絡協議会が中心と
なって、昔から伝わる「三浜盆踊り」

申 は申込み先、 問 は問合せ先です。
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