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ひたちなか海浜鉄道株式会社
初日の出・初詣列車
～急行あじがうら号2012～

（ひたちなか市）

　ひたちなか海浜鉄道㈱湊線では元
日に特別列車として「初日の出・初
詣列車～急行あじがうら号2012
～」を運行します。当日は先着順
300人にプレゼントも用意してい
ます。

日時

▲

平成24年1月1日㈰　勝田
駅午前5時32分発阿字ヶ浦行き
利用者特典サービス

▲

①阿字ヶ浦駅
（5:58着）から「おらが湊鐡道応援
団」が堀出神社、酒列磯前神社、磯
崎灯台下まで案内②酒列磯前神社開
運福袋、携帯カイロ、干しイモ、ホ
テルニュー白亜紀無料入湯券（当日
午前10時より入湯可能）、甘酒を先
着300人にプレゼント
特別記念切符の販売

▲

お正月三が日

のうち１日のみ有効な特別フリー切
符を前売り発売（12月1日より）
湊線（勝田～阿字ヶ浦間）が1日乗
り放題、大人800円、小人400円
那珂湊駅、勝田駅湊線ホーム改札、
ひたちなか商工会議所（本所・支所）
にて発売
※前売り券購入者の方には記念品を
プレゼント
問ひたちなか海浜鉄道㈱
℡029-262-2361

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（10月25日）
【環境モニタリング】
　環境保全事業団より、上半期の環境モニタリングに係る資料の提出を求め、その
資料に基づき次の報告を受けた。
①一般大気については、塩化水素の四季調査において、笠間東公園で８月22日に
環境目標濃度を超えたが、溶融処理施設は１号炉、２号炉とも自主管理目標値を
下回っており、溶融処理施設の影響ではないと考えられる。なお、その他の項目
については、四季調査、連続監視ともに環境基準を満たした。
②騒音・振動については、２か所の調査地点で夏季の昼間に環境基準を超えたデー
タが観測された。道路交通騒音は、春季・夏季ともに環境基準を下回った。
　振動については、自動車振動要請限度を大きく下回った。
③悪臭については、敷地境界、笠間東公園ともに規制基準を大きく下回った。
④最終処分場からの発生ガスについては、夏季にメタンが３地点、メチルメルカプ
タンが2地点、エチルメルカプタンが１地点、硫化水素が５地点で検出された。
　原因として、震災ごみを埋立処分した影響によるものと思われる。
【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。

12月の納税等

ごみ、し尿汲み取りの休業日

公共施設等の
休業日

ごみ持込み

固定資産税　　　　　（３期分）
国民健康保険税　　　（７期分）
後期高齢者医療保険料（６期分）
介護保険料　　　　　（５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：12月26日㈪

地区 業務 休業日

笠間地区 ごみ収集 12月31日㈯～1月3日㈫
し尿・浄化槽汲み取り 12月28日㈬～1月5日㈭

友部・岩間地区 ごみ収集 12月31日㈯～1月3日㈫
し尿・浄化槽汲み取り 12月30日㈮～1月4日㈬

地区 持込み先 期日 受付時間

笠間地区 エコフロンティアかさま
（℡0296-70-2511）

年末臨時持込み日
12月29日㈭ 午前9時～11時30分、午後1時～4時30分

友部・岩間地区 笠間・水戸環境組合環境センター
（℡0296-77-2416）

年内持込み
12月29日㈭ 午前9時～正午、午後1時～5時

年末のごみ持込みやし尿の汲み取りは、大変混雑しますので、お早めにお済ませください。
年末年始の主な休業

公民館・総合公園・岩間海洋センター・笠間武道館・岩間武道館／28日㈬～4日㈬
市役所・図書館・市立病院・保健センター・デマンドタクシー／29日㈭～3日㈫
笠間広域斎場やすらぎの森／1日㈰～3日㈫
※市役所が休庁期間中、死亡届の受付、埋火葬許可申請の受付・認可証の交付、婚姻届・出生届などの受領は、本所
の日直が行います。各支所では受付できませんのでご注意ください。

問環境保全課（内線127）、笠間支所地域課（内線72115）、岩間支所地域課（内線73115）

し尿汲み取り・浄化槽清掃業者
笠間地区／㈱博相社／℡ 0296-72-6670　
友部地区／㈲茨城友清／℡ 0292-59-4817
友部地区／㈱笠間保全／℡ 0296-77-1010
岩間地区／㈱笠間保全／℡ 0299-45-2249



会社で、お友達同士で、趣味のサークルで、各種団体様で、
班の集まりで、同窓会として、ご好評いただいております。
＊バス送迎・カラオケあり。お気軽にお問合せください。

2011～12

＊１2月も「広報かさま見た」でコーヒーサービス！

千成の忘年会・新年会

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　

「食べログ」もみてね！→ランチタイムサービスも大好評！
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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。

案 内

アートタワーみと
スターライトファンタジー

(水戸市）

となりのまちから

映画『仮面ライダー×仮面ラ
イダー フォーゼ＆オーズ』当
市でも撮影！
　1971年に誕生し、2011年に
生誕40周年を迎えた仮面ライダー。
　このアニバーサリーを華麗に締め
括るのが、「MOVIE大戦」シリーズ
最新作『仮面ライダー × 仮面ライ
ダー フォーゼ＆オーズ　MOVIE大
戦 MEGA MAX』。
　世界征服を企むなぞの強敵と、仮
面ライダー軍団が繰り広げる、激闘
また激闘。歴代ライダーたちの登場
に加え、この映画でデビューを飾る
多彩な新ライダーたちも誕生。
　この映画は、笠間市内でも撮影が
行われました。われらのヒーロー・
仮面ライダーの究極バトルを、劇場
で目撃せよ！！
撮影時出演者

▲

福士 蒼汰、高橋 龍
輝、清水 富美加、真野 恵里菜、坂
田 梨香子、冨森 ジャスティン、志
保、土屋 シオン　ほか
撮影地

▲

 旧 新茨中（工場跡地）
撮影場面

▲

フォーゼとサドンダスの
アクションシーン。フォーゼのファ
イヤーステイツへの変身シーン
公開映画館

▲

ＴＯＨＯシネマズ水戸
内原　ほか
映画『仮面ライダー×仮面ライダ
ー フォーゼ＆オーズ』公式サイト  
http://www.fourze-ooo.jp/
※12月10日から公開です。
問商工観光課（内線511）

水戸税務署からのお知らせ
　確定申告会場が、南町２丁目「シ
ョッピングセンターmimo４階（旧
ダイエー水戸店）」に変わります。
　会場施設には無料駐車場がありま
せんので、公共交通機関をご利用く
ださい。
期間

▲

平成24年2月9日㈭～3月

「第６回♪みんなの音楽祭♪」
を開催します
　歌や楽器演奏、ダンスなど音楽を
通して、障がいのある人もない人も
一緒に楽しめる「みんなの音楽祭」
を開催します。皆さん、お誘い合わ
せの上、ご来場ください。また当日、
参加者の誘導、機材出し入れなどの
お手伝いをしていただくボランティ
アを募集しています。平成24年1
月6日㈮までに下記へお申し込みく
ださい。
日時

▲

平成24年1月21日㈯
　　　午後0時45分～4時
会場

▲

笠間公民館　大ホール　　
内容

▲

合唱、演奏、ダンス等
※入場無料
発表団体

▲

市内の障害者(児)団体、
福祉施設、在宅障害者(児)等
申・問笠間支所福祉課(内線72131)

コーチングアカデミー講座
　コーチングを知れば、気持ちよく
会話ができて相手を活かし、自分も
うまくいくコミュニケーションがと
れて、明るく前向きな自分に変わる
ことができます。
日時

▲

平成24年1月18日㈬、
25日㈬、２月１日㈬、８日㈬、
15日㈬※全５回
各回とも午後7時～9時
場所

▲

茨城県立青少年会館
（水戸市緑町1－1－18）

15日㈭※土・日曜日を除きます。
（2月19日㈰・2月26日㈰は開設
します。）
受付時間

▲

午前9時～午後4時
※茨城県職業人材育成センターには
開設されませんのでご注意願います。
問水戸税務署
℡029-231-4211※自動音声案
内に従って選択してください。

募 集

講師

▲

功力勲さん（（財）生涯学習
開発財団認定コーチ）
参加費

▲

5,000円
（５回分、テキスト・教材費等）
定員

▲

20名※定員になり次第締切
対象者

▲

20～40歳位までの方
申込締切

▲
12月31日㈯

申込方法

▲

電話・FAX・メールの
いずれかでお申し込みください。
FAX・メールの方は、名前・住所・
年齢・電話番号・職業・メールアド
レス（ある方）を記入して、お申し
込みください。
申・問（財）茨城県青少年協会
℡029－226－1388　
℻  029－226－1445
Ｅﾒｰﾙaonajimi@youth-i.com

　水戸の冬の風物詩「アートタワー
みとスターライトファンタジー」が、
今年も開催されます。
日時

▲

12月1日㈭～平成24年1月
8日㈰午後5時～9時（イルミネー
ション点灯期間）
場所

▲

水戸芸術館
（水戸市五軒町1－6－8）
※有料駐車場有（約200台）
内容

▲

点灯のつどい／12月1日㈭
午後4時50分～
クリスマスコンサート／12月3日㈯
午前9時40分～午後5時40分（予定）
カウントダウン＆ハッピー・ニュ
ー・イヤー／12月31日㈯午後10
時30分～翌午前0時30分
スターライト児童絵画展／2月21
日㈫～3月2日㈮
料金

▲

無料　　　　　　　　　　　
問アートタワーみとスターライトフ
ァンタジー実行委員会
℡029-227-7558
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