
3月3日㈯まで開催　月曜休
割烹千成1階ロビー　ご自由にごらん下さい。

ヴィンテージバービー、ネオブライス、手作りドールハウスもあわせて展示。

ランチタイム…11:00～13:30
大好評！

２月限定…「広報かさま見た」でコーヒーサービス！
ひなまつり開催期間限定・春のケーキ登場！
ミニサラダ・あら汁・ケーキ付

千成のひなまつり＆アンティーク
　ドール展

笠間市大田町１０８８－３
JR友部駅北口左折９００m

ご予約・お問合せは…☎０２９６‐７７‐２８００ 月曜休
寿司割烹 千成　

養神館合氣道共鳴会

〒319-0209 茨城県笠間市泉2270－1　TEL:0299-37-9200

『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。

会員募集中 見学・体験随時 お気軽に
お電話下さい。

稽古日： 毎週月・火曜日　19:00～20:30
〈㈲ゼブラ・ゾーン内〉
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コース

▲

笠間地区（約5ｋｍ程度）
持ち物

▲

飲み物、汗ふきタオル、筆
記用具、降雨時の雨具など
申込方法

▲

はがきに「ウォークラリ
ー大会参加希望」と明記し、①グル
ープ名、②参加者全員の氏名・年
齢、③代表者の電話番号を記入の
上、お申し込みください。
申込期限

▲

3月9日（金）必着
申・問〒309-1792 
笠間市中央3-2-1　スポーツ振興課
（内線391・392）

うぐいすの里
～「遊ぶ・食べる・泊まる」三拍子
そろったよくばりキャンプ～
　広いグラウンド、ながーい滑り台
など遊べる施設が盛りだくさん。
　青空の下思いっきり遊んでおなか
が空いたら、みんなで食べるバーベ
キュー。澄んだ空気の中で食べたら
一段とおいしく感じます。
　夜は、ケビン・バンガロー・テン
トと目的にあわせた施設を選んで宿
泊できます。
問うぐいすの里（城里町大字錫高野
2391）℡029-289-4321

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（12月20日）
【搬入車両等対策】
　　搬入車両について市内４ヶ所で監視活動（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」入場に当たって、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。

②１台の産廃搬入車両について、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。

③市内通過禁止区域を通行したと思われる搬入車両が２台あった。車両を確認
し事業所および運転手へ指導するよう事業団に指示した。

【次回の監視活動】
　廃棄物の受入について実施。

家族旅行村「藤井川ダム ふ
れあいの里」、山びこの郷、
グリーン桂うぐいすの里

（城里町）

となりのまちから

2月の納税等

固定資産税 （４期分）
後期高齢者医療保険料 （８期分）
介護保険料　 （６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。

納期限：2月29日㈬

山びこの郷
～木の香りが心地よい大自然の正統
派キャンプ～
　山麓の生い茂る森の中でのバーベ
キュー。テニスやアスレチックなど
大自然でのアウトドアを満喫できま
す。地元名産のうどん・そば・コン
ニャクの手作り体験もできます。
問山びこの郷（城里町大字徳蔵
399）℡0296-88-3157

ふれあいの里
～キャンプのすべてが揃う自由気ま
まなくつろぎキャンプ～
　広い施設のなかには、オートキャ

ンプ場75台、キャビン、バンガロ
ー37棟などがあり、皆さんのニー
ズに合わせてご利用できます。また、
場内には400ミリ反射望遠鏡を備
える天文台があり、毎週土曜日には
天文台を開放しています。11月第
３土曜日は星空観望会という星祭り
も行っています。
　また、南側には、温泉・露天風呂・
温水プールやジャグジーを備えた城
里町健康増進施設「ホロルの湯」も
あります。
問ふれあいの里管理事務所（城里町
大字上入野4384）
℡029-288-5505



♥幸せな結婚を
　迎えてほしい♥

地元で12年
茨城結婚情報グループ

野の花ともべ　（0296）78-0406
およめさんおむこさん

心と心のふれあいを大切に
母心であなたを応援します

ビジネス
ホテル

至石岡 至笠間

至水戸 至内原

野の花ともべ

笠間市南友部1937

せきね動物病院

北
口

友
部
駅
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Information 情報コーナー 申は申込み先、問は問合せ先です。

詩と朗読のコラボレーション
　大好きいばらきコミュニティ協働
事業を受けて、手話サークル「とも
し灯」と、「まゆみ朗読会」が協働
で地域の活性化と絆の再生を目的に
開催します。ぜひ、みなさまお誘い
合わせの上、お越しください。
日時

▲

3月18日（日）
午後2時～3時30分
場所

▲

友部公民館
問まゆみ朗読会　市原
℡0296-77-1600

映画「ＡＬＷＡＹＳ三丁目の
夕日’64」当市でも撮影
　2005年11月に公開され、異例
のロングランヒットを記録。日本
アカデミー賞をはじめ、数多くの
賞を獲得した「ALWAYS三丁目の
夕日」。その2年後には、続編を望
む多くの声に応え、「ALWAYS続・
三丁目の夕日」（'07）が公開。前
作を上回る大ヒットとなり、日本中
を感動の渦に巻き込みました。
　あれから5年。三丁目の住民たち
が「ALWAYS三丁目の夕日’64」で、
もう一度スクリーンに帰ってきます！
　この映画は、笠間市内でも撮影が
行われました。この機会に、ぜひご
覧ください！
撮影時出演者

▲

森山未來、堀北真希
撮影地

▲

旧 茨城県立友部病院
撮影場面

▲

凡天堂病院の医師・菊池
孝太郎（森山未來）が、星野六子（堀北
真希）を手当てしているシーン

案 内

募 集

もりやま み らい　ほりきた ま  き

ぼんてんどう きくち

こう た ろう ほしの むつ こ

イータックス

東日本大震災により被害を受
けた方へ
～税務署からのお知らせ～

　ご自身や扶養親族が所有する資産
に被害を受けた方は、確定申告によ
り、所得税の軽減・免除を受けられ
る場合があります。
　なお、平成23年12月に、「東日
本大震災の被災者等に係る国税関係
法律の臨時特例に関する法律の一部
を改正する法律」が施行され、新た
な税制上の措置が追加されています。
　詳しくは最寄りの税務署にお問い
合わせください。
問水戸税務署
℡029-231-4211(代表)

笠間市児童館の愛称が決定
　募集していました笠間市児童館の
愛称は、本市柏井在住の荻沼清さん
の「笠間キッズ館」（キッズ＝Kids
＝子どもたち）に決まりました。
　181件もの応募をいただきあり
がとうございました。笠間キッズ館
が完成しましたら市報等でお知らせ
します。遊びに、子育て相談に、ぜ
ひお越しください。
問子ども福祉課少子化対策室
（内線162）

第5回「市民ウォークラリー
大会」の参加者を募集
日時

▲

3月24日（土）
午前8時20分
※雨天中止。雨天時は、午前7時以
降に市民ウォークラリー大会本部
（℡ 090-5508-1600当日のみ）
へお問い合わせください。
集合

▲

笠間市民体育館
受付

▲

午前7時50分～8時10分
対象

▲

市内に在住または在勤の方。
3～6 名程度のグループでご参加く
ださい。
※小学3年生以下のみのグループは
ご遠慮ください。
参加費

▲

1人200円（当日受付時
に徴収）

e-Taxをご利用ください
　e-Taxとは、自宅やオフィスなどからインターネットを利用して申告ができるシステムです。国
税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面案内に従って金額等を入力すれば、所得
税、消費税の申告書や青色申告決算書等が作成できます。
イイコト１　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成したデータは、イン

ターネットを利用して提出（送信）できます。
イイコト２　平成23年分の所得税の確定申告を申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最

高4,000円の税額控除を受けることができます。
（平成19年分～24年分の確定申告でいずれか1回。平成24年分は最高3,000円）

イイコト３　医療費の領収書や源泉徴収票等は病院の名称・支払金額を入力して送信することに
より、提出や提示を省略できます。

※毎週月曜日の午前0時～8時30分まではメンテナンスのためご利用できません。　
問e-Taxヘルプデスク　TEL0570-015901

○e-Taxを利用するには・・・
１．電子証明書の取得
　e-Taxで申告を行う際には、改ざん等防止のた
め、申告書データに電子署名が必要です。市役所
市民課窓口で「住民基本台帳カード」を取得し、
「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書の
発行を受けてください。

２．ICカードリーダライタの購入
　電子証明書の仕様にあったものを、家電販売店
等でお買い求めください。

３．国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」へ
※住民基本台帳カードは10年、電子証明書は3年の
有効期限があります。発行・更新については市民
課へお問い合わせください。

問市民課（内線147）

©2012「ALWAYS三丁目の夕日’64」製作委員会

公開映画館

▲

TOHOシネマズ 水戸
内原 ほかで公開中
映画「ALWAYS三丁目の夕日’64」
公式サイト:http://www.always3.jp/
問商工観光課（内線510）


