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場所 笠間市橋爪地内
（いこいの家はなさかの隣接地）
面積 １区画30㎡
使用料 年間10,000円
（１区画当たり）
使用期間 平成24年4月〜平成25
年3月までの１年間（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してくだ
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、申込みは先着順としま
す。
申 ・ 農政課（内線523・524）

申 ・ 市民活動課（内線135）
笠間支所地域課（内線72114）
岩間支所地域課（内線73115）

▲

▲

▲

▲

ひたちなか市の早春の風物詩、第
60回勝田全国マラソン大会開催に
伴い、１月29日㈰は、ひたちなか
市内および東海村一部にて大幅な交

▲▲

▲▲

(ひたちなか市）

日時 2月5日㈰
場所 大洗サンビーチ
参加資格 健康で走ることが好きな
方（参加費無料）
申込期限 1月23日㈪必着
参加方法 大洗町生涯学習課へ直接
お申し込みください。
※FAX可。FAX029-267-1051
※大会申込書は、大洗町ホームペー
ジからダウンロードできます。
種目 親子の部（小学1年以下、小
学２・３年）、小学の部（男女学年
別４・５・６年）、中学の部（男子・
女子）、高校の部（男子・女子）、一
般の部（男子・女子）
、壮年の部（４０
歳以上・男女混合）
大洗町役場 生涯学習課
℡029-267-0230
HP：http://www.town.oarai.lg.jp/
▲

▲

「第60回勝田全国マラソン
大会」 の開催に伴う交通規
制について

(大洗町）

▲

▲

▲

となりのまちから

第29回大洗マラソン
サンビーチ・マイルレース
▲▲

▲

▲

県民交通災害共済は、加入した方
（会員）
が交通事故によって受けた災
害に対して、共済見舞金等を給付す
る制度です。笠間市に住民登録をし
ている方はどなたでも加入できます。
年会費 大人900円
中学生以下500円
共済期間 平成24年4月1日（4月
1日以降の加入は、申込みの翌日）
〜平成25年3月31日
対象事故 国内の道路上を運行中の
自動車、オートバイ、自転車などの
交通事故
受付開始 2月1日㈬
申込方法 本所・各支所に加入申込
書がありますので、お住まいの地区
でお申し込みください。
（平成24年
1月1日現在の住民登録地）
※加入申込書の送付はしません。

定時制課程の入学者選抜方法の一
つに、
成人特例選抜制度があります。
いろいろな事情で高校へ入らなかっ
たり、卒業しなかったりした成人の
方を対象に設けられた制度です。
学力検査は行わず、
調査書、面接、
作文で選抜します。
応募資格 ①県内に在住・在勤の方
で、中学校またはこれに準ずる学校
を卒業している方。②平成24年4
月1日現在で満20歳以上の方。
定員 40名（一般入学、成人特例
入学を合わせて）
願書提出期間 2月2日㈭・3日㈮・6日㈪
選抜期日 3月6日㈫
茨城県立石岡第一高等学校定時制
℡0299-22-4135
▲

平 成24年 度 県 民 交 通 災 害
共済の加入者を募集

石岡一高定時制
成人特例入学者募集

通規制が実施されます。特に会場と
なるひたちなか市石川運動ひろば周
辺と勝田駅から国道245号につな
がる昭和通りは終日交通規制となり
ます。また国道245号線では、午
前10時30分 〜 正 午 ま で は、 東 海
村・日立市方面が交通規制となりま
す。近隣の住民の方、そして、ドラ
イバーの方々には大変ご迷惑をおか
けしますが、ご協力をお願いします。
ひたちなか市生涯学習課内
勝田全国マラソン大会事務局
℡029-262-5615

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（11月28日）
【施設モニタリング】
環境保全事業団より、最終処分場モニタリング・溶融処理施設モニタリング・モニタリング
結果の住民公表・排ガスの維持管理・浸出水の放流の９月・10月分の監視項目に係る資料の提
出を求め、その資料に基づき維持管理状況の報告を受けた。
①最終処分場の浸出水処理水については、すべての項目で下水道の排除基準値を下回った。
②地下水の定期モニタリングについて、地下水集排水管水はすべての項目で環境基準値を下
回った。また、４箇所あるモニタリング井戸のうち、２箇所で鉄とマンガンが環境基準値ま
たは水道水質基準値を超えていたが、過去のデータと比較して大きな変動はなかった。
③防災調整池からの雨水等放流水については、すべての項目で排水基準値を下回った。
④溶融処理施設の排ガス常時監視については、最大値で塩化水素、窒素酸化物、一酸化炭素で
自主管理基準値を超えた日があったが、法定基準値はすべての項目で満足した。
【次回の監視活動】 搬入車両等対策について実施。

養神館合氣道共鳴会
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。

〒319-0209

納期限：１月31日㈫
市県民税
（４期分）
国民健康保険税
（８期分）
後期高齢者医療保険料（７期分）
※ 納 税には、簡 単で
便利な口座振替をご
利用ください。

ィーク
千成のひなまつり＆アンテ
ドール展

1月21日㈯〜3月3日㈯ 月曜休
割烹千成1階ロビー

ご自由にごらん下さい。

＊ネオブライス、手作りドールハウスなど現代のものもあわせて展示。

ランチタイム…11:00〜13:30
大好評！ ミニサラダ・あら汁・ケーキ付
＊ひなまつり開催期間限定・春のケーキ登場！

茨城県笠間市泉2270−1 TEL:0299-37-9200

〈㈲ゼブラ・ゾーン内〉

稽古日： 毎週月・火曜日

1月の納税等

19:00〜20:30

ご予約・お問合せは…☎０２９６
‐７７‐２８００ 月曜休
０８８−３
寿司割烹 千成 笠間市大田町１
JR友部駅北口左折９００m

平成24年
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Information

情報コーナー

案 内

▲

▲

▲

▲

▲

募 集
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、平成24年度の利用者を
募集します。素晴らしい眺めの中で、
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？
施設内には、無料で使用できる農
具のほか、トイレや休憩施設、
水道、
駐車場、広場があります。また、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
栽培となります。
募集期間 1月11日㈬〜31日㈫
対象者 農業を営んでいない方
▲

▲

▲

広報かさま1月号

▲

▲

▲

平成24年

認知症介護指導者による講義や、
認知症の事例を寸劇で紹介します。
また、認知症介護に関する詩の朗読
も行います。認知症介護に関心のあ
る方はぜひご参加ください。
日程と会場 ①2月18日㈯午後2時
30分〜4時／会場「笠間公民館」
②3月10日 ㈯ 午 後2時30分 〜4時
／会場「友部公民館」
※事前申込みの必要はありませんの
で、当日ご自由においでください。
参加費 無料
※参加した方全員にクリアホルダー
を贈呈します。
ケアハウスかさま 北村
〒309-1613 笠間市石井甲32-1

東日本大震災による被災地の経済
活動の速やかな復興を図るため、被
災地域の下請中小企業の迅速な再建
を目指して、中小企業庁では、次の
商談会を開催します。
日 時 3月14日 ㈬ 午 後1時 〜5時
30分
場所 ホテルメトロポリタン盛岡ニ
ューウイング（岩手県盛岡市盛岡駅
前北通2-27）
参加資格 青森県・岩手県・宮城県・
福島県・茨城県・栃木県・千葉県に
工場等を有する下請中小企業
申込期限 2月9日㈭※先着順
申込方法 所定の申込書をFAXまた
はメールで事務局へ送付するか、イ
ンターネットからも申込みできます。
詳細は次へお問い合わせください。
下請中小企業震災復興特別商談会
開催事務局（財団法人全国中小企業
取引振興協会内）
℡03-5541-6688
▲▲

▲
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認知症介護講座開催します

下請中小企業震災復興特別商
談会を開催します

▲

▲

▲

全国藩校サミットとは、藩校教育
の伝統と精神を見つめ直し現代へ受
け継ぐことを目的に、毎年全国の藩
校所在都市で開催されています。本
年度は、世界遺産登録を目指す弘道
館や偕楽園のある水戸市で開催され
ます。
日時 2月18日㈯
午後１時〜４時30分
場所 水戸芸術館コンサートホール・
ACM劇場（水戸市五軒町１−６−８）
参加費 無料
記念講演会 漢字文化と藩校教育に
関する講演
素読発表 「弘道館記」（一般参加
者による発表）
、「偕楽園記」
（小学
生による発表）の素読
※同時開催「水戸藩！味な城下町ま
つり」
○旧水戸藩領内の自治体が、自慢の
料理や特産品・地酒などを提供販売
します。
時間 午前9時30分〜午後3時（雨
天決行）
場所 水戸芸術館広場

℡ 0296-70-1100

▲

▲

『第10回全国藩校サミットin
水戸』が開催されます

は問合せ先です。

▲

▲

▲

日 時 2月25日 ㈯ 開 場 午 後1時
開演午後1時30分
場所 笠間公民館 大ホール
演題 答えはYes！〜子どもへ、
そして大人へ「生きる力」を伝えた
い〜 なかじま けい こ
講師 中島 啓江さん（オペラ歌手）
参加費 無料
定員 450名※先着順
申込方法 ①電話の場合／茨城県
人権啓発推進センター（029-3013136）にお電話ください。
＊平日
（月〜金）午前9時〜午後5時
②ＦＡＸ、はがき、メールの場合／
郵便番号、住所、氏名、参加人数、電
話番号を明記の上、茨城県人権啓発
推進センターにお申し込みください。
申・ 茨城県人権啓発推進センター
〒310-8555水戸市笠原町978番6
℡029-301-3136
FAX029-301-3138
E-Mail:koso5@pref.ibaraki.lg.jp
社会福祉課（内線157）
生涯学習課（内線384）
▲▲

▲▲

日時 2月17日㈮午後1時30分〜
場所 笠間市消防本部３階多目的ホール
受付期間 1月16日㈪〜27日㈮
受付場所 消防本部予防課・笠間消
防署・友部消防署・岩間消防署
テキスト代 1,500円
定員 50名※先着順
申 ・ 消防本部予防課
℡0296-72-0874

人権教育講演会のお知らせ
▲

▲▲

甲種防火管理再講習を開催し
ます

第10回全国藩校サミットin水戸
実行委員会事務局
水戸市教育委員会事務局文化課内
℡029-240-5890

申 は申込み先、

