
となりのまちから
希望ヶ丘公園のコスモス
（小美玉市）
　希望ヶ丘公園では約500万本ともいわ
れるコスモスが栽培され、濃紅色、桃色、
白色の花を咲かせ、見る人の目を楽しま
せてくれます。
【開花時期】
例年9月下旬から10月下旬で、10月上・
中旬に見ごろを迎えます。
※園内での摘み取りが可能です。
【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～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。
申小美玉市商工観光課
℡0299-48-1111（内線1161）

エコフロンティアかさま
監視委員会活動報告
（7月24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実施。

9月の納税等
納期限：�10月1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。

20世紀フランス美術の栄光展
－鎌倉大谷記念美術館所蔵　ヴラマンク、デュフィを中心に－

開館40周年

休日納税相談窓口のお知らせ

会期▶9月13日（木）
　　　　～11月25日（日）
場所▶笠間日動美術館
　　　企画展示館

開館時間▶午前9時30分～午後5時
　　　　　（入館受付は4時30分まで）
休 館 日▶�毎週月曜日（但し9/17、10/8は開館、

9/18、10/9は休館）

対談会『私が惚れたフラ
ンス美術』
期日▶10月7日（日）
　午後3時～4時
講�師▶長

は せ が わ

谷川徳
とくしち

七館長、
　長

は せ が わ

谷川智
ち え こ

恵子副館長

小菅優ピアノリサイタル
期日▶10月7日（日）
　午後6時30分開演
料金▶3,000円（要予約）

学芸員による
ギャラリートーク
期�日▶10月13日（土）
� ・27日（土）
　各日午後2時～2時30分

【会期中の主なイベント】

入館料等詳細についてはお問い合わせください。
問笠間日動美術館℡0296-72-2160

　笠間市税務課納税等特別対策室では、収納推進強化の取組みとして、納税につい
ての相談ができる休日窓口を引き続き開設します。病気や失業・事業の経営不振など、
止むを得ない理由で納期限内に税金を納めることが困難な方には、生活状況などを
伺わせていただいた上で、納付計画のアドバイスをしています。
期�日▶10月28日（日）、11月25日（日）、12月23日（日）、平成25年1月27日（日）、
2月24日（日）、3月31日（日）の6日間
時間▶午前8時30分～正午
会場▶笠間市役所　税務課
相�談および納付できる税目▶市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。
持参品▶収入・支出の分かる書類。認印。
※�課税内容についてのご相談は、事前に各担当課までご相談ください。

問税務課　納税等特別対策室（内線118、119）
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案内
笠間市不動産公売案内
　ヤフー官公庁オークションで不動産公
売に参加してみませんか！
　笠間市では、ヤフー株式会社が提供す
るインターネット公売システム上で不動
産を公売します。詳しい内容は、笠間市
ホームページまたはヤフーオークション
の官公庁オークションでご確認ください。
申�込期間▶9月24日（月）午後1時～10
月9日（火）午後11時
入�札期間▶10月16日（火）午後1時～
10月23日（火）午後1時
公売対象不動産▶
売却区分番号▽24－3
　所在：�笠間市笠間字堀

ほっこめ

込2 5 4 9 番 1
（303.77㎡）

　地目：宅地
　見積価額：210万円
　公売保証金：21万円
売却区分番号▽24－4
　所在：�笠間市市野谷字二

ふ た ご つ か

子塚1522番
63（186.2㎡）

　地目：宅地
　見積価額：205万円
　公売保証金：20万円
※中止になる場合があります。
ヤフー官公庁オークション
http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
問税務課　納税等特別対策室
（内線119）

行政書士「無料」相談会
日時▶10月17日（水）午後1時～4時
場所▶笠間市役所　1階ロビー
内�容▶遺言、相続、各種許認可等の行政手
続き相談など、暮らしと役所の諸手続き
に関する相談にお答えします。
相談員▶水戸支部所属行政書士
問茨城県行政書士会
℡029-305-3731

秋季都市緑化祭を開催
　10月は「秋季都市緑化月間」です。笠
間芸術の森公園では、都市緑化の必要性・
大切さを楽しみながら感じていただける
よう、「秋季都市緑化祭」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20日（土）（雨天中止）
　午前10時～午後3時
場�所▶笠間芸術の森公園内イベント広場

内�容▶インテリアグリーン（ミニ観葉植
物）作成教室、球根のつかみ取り、緑化
相談、無料配布コーナー（風船・水ヨー
ヨー）＊内容は予告なく変わることがあ
ります。
問管理課（内線575）

栗の改植にかかる造成費用の一部
を助成します
　市では、推奨品種を指定し、栗の産地
化に取り組んでいます。推奨品種の更な
る生産拡大、品種別出荷の推進を図るた
め、栗の改植にかかる費用の一部を助成
します。
対�象者▶笠間市に住所を有する生産者、所
在する生産者組織（3戸以上の生産者で
組織する任意組織を含む）
要�件▶10ａ以上の農地で、栗または他品
目（果樹や桑等）からの抜根・造成など
を行い、指定品種の栗に改植を行うこと
　�【指定品種】丹

たんざわ

沢、筑
つ く ば

波、銀
ぎんよせ

寄、利
り へ い

平、
石
いしづち

鎚、岸
が ん ね

根、ぽろたん
補助率▶10ａあたり70,000円以内
申請期限▶12月28日（金）
※実施前に申請をしてください。
申・問農政課（内線527）

果樹産地強化支援事業（栗苗植栽
事業）に助成します
　笠間市における栗栽培品種は多種にわ
たり、品質にバラツキがあります。計画
的な品種更新を推進し、栗の品質向上に
よる生産振興を図るため、栗の苗木購入
費を助成します。
対�象者▶笠間市に住所を有する生産者、
所在する生産者組織（3戸以上の生産者
で組織する任意組織を含む）
要�件▶指定品種20本以上の植栽を行うこと
　�【指定品種】丹

たんざわ

沢、筑
つ く ば

波、銀
ぎんよせ

寄、利
り へ い

平、
石
いしづち

鎚、岸
が ん ね

根、ぽろたん
補�助率▶栗の苗木1本あたり150円（予算
の範囲内）
申請期限▶12月28日（金）
※実施前に申請をしてください。
申・問農政課（内線527）

募集
　　　　　
栗新規栽培者講座を開催
　栗産地の活性化を図るため、これから
栗栽培に挑戦しようとする方や定年後に
栗栽培に取り組みたい方を対象に、栗栽

培における基本的な考え方や生産・出荷
について勉強会を開催します。
　栗は植えてから本格的に収穫するまで
に数年かかります。今後、栗の栽培を始
める予定がある方は早めに準備を始めま
しょう。
内�容▶講座は10月～3月に4回程度（1
回半日、土曜または日曜）開催する予定
です。栗の品種と収穫期、苗木の植え方、
病害虫と防除方法、収穫・選別、剪

せんて い

定
について
対�象者▶市内在住で、出荷を目標として
農業経営に意欲をもって取り組もうと
考えている方（予定でも可）で、次の要
件に該当する方
　�①新たに栗の栽培を始めようとする方
②栽培をはじめておおむね3年目まで
の基本技術を習得したい方（注：家庭果
樹園を対象としたものではありません）

申込期間▶9月14日（金）～28日（金）
受講料▶無料

申・問農政課（内線527）
笠間地域農業改良普及センター
電�話：0296-72-0701
FAX：0296-72-2718

市民農園「生き活き菜園　はなさ
か」利用者を募集
　市民農園「生き活き菜園　はなさか」で
は、農園の利用者を募集しています。秋
冬野菜の作付けの時期、素晴らしい眺め
の「はなさか」で、家族や仲間とふれあい
ながら、農園ライフを楽しんでみません
か。　
　初心者でも安心して野菜づくりができ
るように、専門の講師による講習会（参加
費無料）が毎週行われます。なお、農園内
の野菜づくりは無農薬栽培です。
募集期間▶随時
対�象者▶農業を営んでいない方
使�用料▶年間10,000円（1区画あたり）
※年途中の場合は月割り
使�用期間▶平成25年3月末日まで（契約
更新可）

申�込方法▶所定の使用申請書およびアン
ケートを農政課まで提出ください。申
請書およびアンケートは、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。なお、
申込みは先着順です。
申・問農政課（内523・524）

申は申込み先、問は問合せ先です。

◀�剪定の
　様子
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