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＊１１月限定・・・「広報かさま見た」でコーヒーサービス！

各1,260円（税込）
「茨城朝日」に紹介されました！千成のランチタイム

11:00～13:30　土日・祝日も！

ケーキ・ミニサラダ・あら汁付き

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　
＊法事膳・忘年会・新年会承り中。「食べログ」もみてね！→

20平成23年　広報かさま11月号

受付時間

▲

午前9時～午後5時（月
曜日は休館日）
申・問笠間公民館
〒309-1613　笠間市石井2068-1
℡0296-72-2100

笠間市青年海外派遣団員募集
～今年度は社会人を中心に募集をし
ます～
【派遣事業の概要】
派遣国：中国　[ 上海 ]
派遣期間：平成24年2月21日㈫～
25日㈯の５日間
募集人員

▲

8名程度
募集要件

▲

① 日本国籍を有し、笠
間市に居住または通勤通学する方。
② 平成23年4月1日現在でおおむ
ね18歳以上40歳未満の方。
③ 別に定める用件を満たす方
締切

▲

11月30日㈬必着
※ 詳しくは、担当課へお問い合わ
せください。
問市民活動課（内線134）

「友養アートギャラリー」の作
品を募集
　友部養護学校では、子どもたちの
心を豊かに育てていくために、地域
の皆さんの作品展示コーナー「友養
アートギャラリー」を設けています。
募集は随時していますので、お気軽
にお問い合わせください。
展示場所

▲

友部養護学校 玄関壁面
掲示物

▲

写真、絵、ちぎり絵等
申込方法

▲
申込書に必要事項を記入

の上、FAXまたは友部養護学校ま
でお持ちください。
※申込書は、友部養護学校で配布し
ているほか、友部養護学校のホーム
ページからもダウンロードできます。
申・問県立友部養護学校
℡0296-77-0001 FAX 0296-
78-1506
ホームページ
http://www.tomobe-sh.ed.jp/

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告　実施日　9月27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６月か
ら８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は、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３箇所で
鉄や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】
　環境モニタリングについて実施。
※「エコフロンティアかさま」の放射線量の測定結果をお知らせします。
なお、笠間市内の各施設と比較して差はありませんでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：μSv/ｈ）

日曜窓口サービスを実施しています
日時：毎週日曜日 午前8時30分～正午（年末年始を除く）
場所：笠間市役所本所（旧友部町役場）１階 市民課窓口
取扱内容：・住民票の写しの交付
　　　　　・戸籍に関する証明書の交付
　　　　　・外国人登録原票記載事項証明書の交付
　　　　　・印鑑登録および証明書の交付
　　　　　・その他市民課が発行する各種証明書の交付
　　　　　・パスポートの交付
ご注意：この日曜窓口サービスは、証明書の発行業務を主として行いますの

で、その他の業務についてはお取り扱いできません。特に、転入･転
出･転居等の住所変更届やパスポートの申請はお取り扱いできません
ので、ご注意ください。

※戸籍届出、埋火葬許可証の交付手続きについては、笠間市役所本所のみで受
付しています。ただし、戸籍届出の処理は、他市区町村への確認ができないた
め、お預かりとなります。
問市民課（内線146）

９月６日 ９月 20日

処分場堰堤 0.12 0.12

処分場内中央 0.13 0.11

処分場内飛灰埋立地点 0.16 0.24

管理棟玄関前 0.13 0.13

測定日
測定場所



（結婚相談所）

真剣に結婚を考えている方、
誠心誠意真心を込めて
応援いたします。
相談は無料なので
お気軽にお電話下さい

笠間市鯉淵6246-57　TEL77-8031

本音の相談が良縁の近道

21 平成23年　広報かさま11月号

Information 情報コーナー
案 内

申は申込み先、問は問合せ先です。

募 集

11月25日 か ら12月1日 は
「犯罪被害者週間」です
　誰もが犯罪被害者になる可能性が
あります。犯罪被害者への理解と配
慮が、誰もが安心して暮らせる社会
へつながります。
　地域一帯となって、犯罪防止や犯
罪被害者のために何ができるかを考
えていきましょう
問茨城県犯罪被害者相談窓口
℡029-301-7830

行政書士無料相談会の開催
日時

▲

12月21日㈬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
※11月から毎月第３水曜日に開催
します
問茨城県行政書士会水戸支部
℡ 029-251-3101

生ごみ処理容器購入費補助制
度のお知らせ
　生ごみ処理容器を購入する市民の
方に購入費の一部を補助します。
コンポスト

▲

（１世帯当たり２基以
内）購入価格の２分の１、ただし
3,000円を限度
電動式生ごみ処理機

▲

（１世帯当た
り１基）購入価格の２分の１、ただ
し30,000円を限度
※補助申請には印鑑と領収書が必要
です。
申・問環境保全課（内線127）
笠間支所地域課（内線72115）

平成24年新春　ちびっ子ス
キー・スノーボード教室受講
者募集
期日

▲

平成24年1月4日㈬～6日㈮
場所

▲

群馬県　丸沼高原スキー場
宿舎

▲

民宿「金精」
℡0278-58-2467
対象

▲

スキー／小学校３年生～中学
校２年生
スノーボード／小学校４年生～中学
校２年生
募集人数

▲

スキー／65名
スノーボード／15名
※スノーボードの申込人員が少ない
場合、スキーの定員を増やします。
講師

▲

全日本スキー連盟公認指導員
費用

▲

会費24,000円（宿泊代、
バス代、保険料、食事７食含む）
レンタル料金／スキー3,000円（3
日間）スノーボード4,000円（3
日間）ウエアー2,000円（3日間）

岩間支所地域課（内線73115）

野外焼却はやめましょう
　一般家庭から出るゴミを野外で焼
却することは、法律で禁止されてい
ます。
　ただし、法律上例外として認めら
れているものがあります。
・風俗習慣上または宗教上の行事を
行うために必要な廃棄物の焼却
・農業、林業または漁業を営むため
にやむを得ないものとして行われ
る廃棄物の焼却等
　なお、やむを得ず栗など果樹のせ
ん定枝や稲刈り後のわら等を野外焼
却する場合は、周辺の家屋に迷惑を
及ぼさないよう充分に配慮してくだ
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）

リフト代は個人負担
申込方法

▲

11月中旬に各学校を通
して配布される申込用紙に必要事項
を記入の上、会費等を添えてお申し
込みください。定員になり次第締め
切ります。
申込日時

▲
12月4日㈰午前9時～

10時
申込場所

▲

笠間公民館
※保護者説明会を12月16日㈮午
後7時より笠間公民館にて行います。
問笠間市スキー連盟会長

槍崎　昭一℡0296-72-0104

笠間公民館料理教室参加者募集
　手料理でホームパティーをしてみ
てはいかがですか？お友達・家族揃
って楽しい一日を♪
料理教室

▲

「おもてなしの料理」
１回目：「クリスマスやお正月の料理」
日　時：12月13日㈫
　　　　午前9時30分～午後1時
２回目： 「ひなまつりの料理」
日　時：平成24年2月14日㈫
　　　　午前9時30分～午後1時
場所

▲

 笠間公民館1階　調理室
対象

▲

 市内在住、在勤の方
定員

▲

 各回とも16名（定員を超え
た場合は抽選となります。）
内容

▲

季節の行事に合わせた「おも
てなしの料理」作りに挑戦します。
参加費

▲

1,200円【受講料100円・ 
材料費1,100円】
講師

▲

薗部 泰子さん
申込期限

▲

1回目：11月11日㈮～
12月1日（木）
［決定通知発送予定12月2日㈮］
２回目：平成24年1月10日㈫～１
月27日㈮
［決定通知発送予定１月31日㈫］
申込方法

▲

笠間公民館に直接申し込
むか、はがきに①「料理教室」②希
望日③郵便番号・住所④氏名（ふり
がな）⑤電話番号を記入の上、お申
し込みください。（電話・ＦＡＸ不可） 

犯罪被害者等支援
シンボルマーク

うつぎざき   しょういち

その べ　 やす こ


