涸沼自然公園キャンプ場

▲

す。昼間とは違う幻想的な夜桜をお
楽しみください。
日時 4月1日
（日）
〜15日
（日）
ライトアップの時間 日没〜午後9時
場所 阿漕ヶ浦公園（国道245号沿い）
東海村観光協会
（東海村役場経済課内）
℡029-282-1711（内線1438）

茨城町

▲

▲

八重桜まつり
那珂市

市県民税
（随時分）
国民健康保険税
（随時分）
後期高齢者医療保険料（随時分）
介護保険料
（随時分）
※お納め忘れはありませんか、もう一
度ご確認ください。
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。

▲

▲

▲

涸沼のほとりの自然を丸ごとア
ウ ト ド ア 施 設 に し た 公 園 で す。
34.5haの広さの中には、テントサ
イト、オートキャンプ場、広場があ
ります。広い園内の中には、約２
kmの散策路があるので、山あり谷
ありの起伏を歩きながら、自然を楽
しむことができます。
利用期間 4月25日（水）〜10月
31日
（水）
（予約受付中）
料金 オートキャンプ場（56区
画）１区画／5,000円。
テントサイト（最大300張）
テント１張／2,000円、タープ１
張／1,000円。
バ ー ベ キ ュ ー 炉（6炉 ）1炉 ／
1,500円。
バーベキュー利用（道具持込）1人
100円（5歳以上）
※1人当たり使用料200円（5歳〜
15歳100円）が別にかかります。
茨城町役場生活経済部地域産業課
℡029-292-1111（内線222）
涸沼自然公園管理事務所
℡029-293-7441

納期限：４月 ２日（月）

▲

▲

「日本のさくら名所100選」の静
峰ふるさと公園では次の期間、八重
桜まつりを開催します。約2100本
の八重桜と約200本のソメイヨシ
ノが咲き誇るさくらの名所で、那珂
市の春を感じてみませんか。まつり
期間中には、郷土芸能発表やキャラ
クターショー、ミニコンサートなど
のイベントを予定しています。
（内
容は変更になる場合があります）
日時 4月21日
（土）
〜5月6日
（日）
午前9時〜午後6時
※4月27日（金）〜5月3日（木）
までの7日間は、夜桜を観賞できま
す。
（午後9時まで開園）
ライトアップの時間 午後6時〜9時
場所 静峰ふるさと公園（那珂市静
1720番地1）
那珂市役所産業部商工観光課
観光グループ℡029-298-1111
（内線245）

涸沼自然公園キャンプ場の利
用を開始します！
！

3月の納税等

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（1月24日）
【廃棄物の受入れ】
環境保全事業団より、廃棄物の受入れ（溶融処理対象物・直接埋立廃棄物・含
有金属等の判定）に係る資料の提出を求め、その資料に基づき処分状況の報告を
受けた。
①受入対象廃棄物の種類は、溶融処理対象物および直接埋立廃棄物があり、受入
基準に基づき受け入れている。
②受入基準については、共通事項として、溶融処理対象物・直接埋立廃棄物とも
に処理に危険性があるものを受入禁止にしている。また、廃棄物の長さ・大き
さ等についても規制している。
③重金属等を含む場合は、国の定める「廃棄物処理法」の基準値より厳しい「土
壌の汚染に係る環境基準について」の基準値を採用している。埋立処理で基準
値を超えたものについては、溶融処理の受入基準内であれば溶融処理にするか
受入れを拒否している。
【次回の監視活動】 廃棄物の受入れについて実施。

３月は
自殺防止月間です
「自殺防止つながる わ ・
ささえる わ 茨城いのちの絆
キャンペーン」実施中！
県内の1年間の自殺者数は約
700人で、交通事故死者数の約
3.5倍です。つらいこと・苦し
いことをひとりで抱えず、悩み
は相談しましょう。
○茨城いのちの電話
水戸℡029-255-1000
（毎日 午後1時〜8時）
毎月10日 フリーダイヤル
0120-738-556（24時間）
○いばらきこころのホットライン
フリーダイヤル
0120-236-556
（年末年始と祝日を除く午前9
時〜午後4時）
社会福祉課（内線154）
茨城県保健福祉部障害福祉課
℡029-301-3368

平成24年
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Information

情報コーナー
▲

案 内

売却します。詳細については、組合
事務局までお問い合わせください。
公売募集締切 3月30日（金）
水戸地方広域市町村圏事務組合
（東茨城郡茨城町下石崎2837-1）
℡029-293-8939

浄化槽設置補助金のお知らせ

第17回 笠 間 少 年 少 女 合 唱 団
定期演奏会を開催

▲

▲
▲▲

▲▲

▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲▲

▲▲

お気軽に
お電話下さい。

会員募集中 見学・体験随時
『和の武道』
『合氣即生活』と言われる合氣道は実
生活でもとても有効に活用することが出来ます。
護身、精神鍛錬、礼儀作法、健康、美容維持等を
お求めの方々、ぜひ一度お立ち寄り下さい。

広報かさま3月号

第23回東海さくらまつり
東海村

約200本のソメイヨシノが皆さん
のご来場をお待ちしています。ご家
族やお友達をお誘い合わせの上、ぜ
ひご来場ください。
日没後は あんどん や ぼんぼ
り によるライトアップも行われま

千成のランチタイム 2012春
女性のお客様・ご家族連れのお客様に大好評！

ランチタイム…午前11時〜午後1時30分
ランチにぎり・ランチちらし・
ランチまぐろ丼・ランチばらちらし 各1,260円（税込）

（ミニサラダ・あら汁・デザート付）

デザートは
「春限定・桜と抹茶のマーブルシフォンケーキ」
です

TEL:0299-37-9200
〈㈲ゼブラ・ゾーン内〉

稽古日： 毎週月・火曜日

平成24年

となりのまちから

▲

この協議会は、市長の諮問に応じ
て国民健康保険の運営に関する重要
事項を審議します。
このたび、委員の任期満了に伴い
被保険者を代表する委員を募集しま
す。
応募資格 笠間市国民健康保険加
入者で満20歳以上（平成24年4月
23日現在）の他の審議会委員でな
い方
会議開催予定回数 年2回程度
定員 1名
任期 2年（平成24年4月23日〜
平成26年4月22日）
応募期限 3月30日（金）必着
応募方法 住所・氏名・生年月日・

養神館合氣道共鳴会
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開発途上国の人々と共に生活し、
あなたの技術や経験を生かして活動
する海外ボランティアに参加してみ
ませんか。体験談&説明会を開催し
ます。海外ボランティアの経験者た
ちが皆さんの質問や相談にお答えし
ます。参加無料・事前申込不要・途
中入退室自由です。
日時 4月7日（土）
13:00〜15:30（シニアの部）
16:30〜19:00（青年の部）
会場 水戸市／エクセルホール
※シニアの部：満40〜69歳・青年
の部：満20〜39歳
【JICAボランティア写真展を開催】
期日 3月24日（土）、25日（日）、
27日（火）、28日（水）、29日（木）、
30日
（金）、4月7日
（土）
時間 平日午前9時〜午後8時
土日午前9時〜午後5時
※図書館の開館日のとおりです。
会場 茨城県立図書館１Ｆエントラ
ンスホール（茨城県水戸市三の丸
1-5-38）※無料ですのでぜひ、お
越しください。
JICA筑波 ℡029-838-1774
ホームページ http://www.jica.go.jp/
▲

▲

笠間市国民健康保険運営協議
会委員を募集

総合老人保健センター
「ひぬま荘」
の土地・建物を一般競争入札により

茨城県笠間市泉2270−1

青年海外協力隊・シニア海外
ボランティア募集説明会を開催

▲

▲

募 集

ひぬま荘土地建物売却のお知
らせ

〒319-0209

電話番号・応募の動機（400字程
度）を明記の上、郵送またはご持参
ください。
保険年金課（内線138）

▲

入場無料ですので、ぜひお越しく
ださい。
日時 4月15日（日）
午後1時30分開場、2時開演
場所 笠間公民館 大ホール
演目 テーマ「しあわせ」
1部 世界の歌めぐり アリラン／
エーデルワイスほか
2部 ミュージカル「青い鳥」
笠間少年少女合唱団事務局 今田
℡0296-72-3294

は問合せ先です。

▲

平成24年度の浄化槽設置補助金
の受付は抽選方式で行います。皆さ
んのご理解とご協力をお願いします。
受付の内容
・受付は年２回（上半期と下半期）
です。
・ 浄 化 槽 設 置 補 助 希 望（ 抽 選 会 参
加）申込書により抽選会の受付を
します。
・抽選に当たった方が、本申請（補
助金交付申請書）
を提出できます。
【第１回目】
受付期間 4月2日
（月）
〜20日
（金）
受付対象 浄化槽設置工事着工予定
が8月31日までのもの
抽選会 4月25日（水）
友部公民館２階大会議室
【第２回目】
受付期間 4月23日（月）〜9月
20日（木）
受付対象 浄化槽設置工事完了が平
成25年2月28日までのもの
抽選会 9月25日（火）
友部公民館２階大会議室
注意事項
・抽選会前に浄化槽を設置した場合
は、交付の対象となりません。
・抽選日から2か月以内に本申請が
提出されない場合はキャンセルし
たものとみなします。
・電話、FAXによる申込みは受け
付けません。
・抽選する権利および当選した権利
の譲渡は認めません。
受付窓口 下水道課、本所環境保全
課、各支所地域課
申 ・ 下水道課
（内線71130･71131）

申 は申込み先、

19:00〜20:30

3月も引き続き…
「広報かさま見た」
でコーヒーサービス！
ご予約・お問合せは…☎０２９６
‐７７‐２８００ 月曜休
笠間市大田町１０８８−３
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