
情報コーナー 申…申し込み　問…問い合わせ

電気のお困り事はありませんか？

親切、丁寧、安心の

〒309-1731 笠間市上市原905℡0296-73-4216

エースデンキ

電球ひとつの交換から出張いたします。電球ひとつの交換から出張いたします。

見積り無料！家電製品販売、修理、各種電気工事

資格／第１種電気工事士
　　　２級電気工事施工管理技士 ホームページはエースデンキ友部店で検索！

http://www.acedenki-tomobeten.net

出張
専門

担
当
の

オ
サ
カ
ベ

で
す

★★

★★

★★

お　知　ら　せ

17 平成29年　広報かさま5月号（vol.134）

平成29年工業統計調査を実施

笠間クラインガルテン

笠間工芸の丘

トモア（駅前シネマ）

カサマルシェ

エリートジェネレーション
スクール

笠間の家

　平成29年工業統計調査は、従業
者4人以上の全ての製造事業所を対
象に、平成29年6月1日時点で実施
します。
　工業統計調査は、我が国における
工業の実態を明らかにすることを目
的とする政府の重要な調査で、統計
法に基づく報告義務のある基幹統計
調査です。
　調査の結果は中小企業施策や地域
振興など、国および地域行政施策の
ための基礎資料として利活用されま
す。
　調査票にご記入いただいた内容
は、統計作成の目的以外（税の資料
など）に使用することは絶対にあり
ません。
　調査の趣旨・必要性をご理解いた
だき、ご回答をよろしくお願いしま
す。
経済産業省・茨城県・笠間市
問 企画政策課統計グループ
　 （内線551）

◎ふれあい田んぼ　稲作教室（田植
え、稲刈りの２回）
日時▶5月21日（日）午前8時30分

集合。昼食後、解散
場所▶笠間クラインガルテンクラブ

ハウス（笠間市本戸4258）
参加費▶1回のみ1,500円（収穫米

1kgプレゼント）、2回参加2,000
円（収穫米2kgプレゼント）

持ち物▶帽子、タオル、田植え用長
靴（使い古した靴下で代用可）

問 笠間クラインガルテン
　TEL：0296-70-3011

◎企画展
◦新進作家陶芸展
　5月28日（日）まで
◦陶と漆展
　5月28日（日）まで

伊藤珠子・櫻井裕子・関あつ子・
園部智子

◦ガラス展
　5月30日（火）～6月11日（日）
　山口起久恵
◦5人展
　5月30日（火）～6月11日（日）

松 尾 桃 陽 ・ カ ネ マ ル ク ミ コ ・
ABEぐるぐる堂・月魚ひろこ・
大貫タツヤ

問 笠間工芸の丘株式会社　
　 TEL0296-70-1313

◎ギャラリー　黒の詩展
日時▶5月27日（土）～6月4日（日）
（最終日は午後2時まで）

◎木曜クラフト
日時▶5月25日（木）、6月22日（木）

午前10時～正午
◎金継教室　全4回

日時▶5月17日（水）、6月14日（水）
　28日（水）、7月12日（水）　
　午後1時30分～ 3時30分
費用▶16,000円（受講料、材料、

道具代、ドリンク代込み）
＊代用金、錫粉使用(純金、銀は

別途購入)
◎クッキー型をつくる

日時▶6月7日（水）、11日（日）
　①午前10時～ 11時　
　②午後1時～ 2時
費用▶2,000円（材料費、1ドリン

ク代込み）
◎石鹸づくりワークショップ

日時▶5月28日（日）、6月25日（日）
午前10時30分～正午

費用▶3,500円（材料費、テキス
ト代込み）

問 笠間の家　TEL0296-73-5521

場所▶トモア・マルチホール
　※毎日4回上映※マルチホールに

　笠間の「おいしい」をお届けする
ために、減農薬やエコなど、こだわ
り農業で生産された農畜産物や、評
判の加工品をそろえた朝市です。

「旬」の食材をご賞味ください。
※入場無料、ワークショップは各参
加費あり
日時▶5月21日（日）午前9時～午後

3時、6月18日（日）午前9時～午
後3時

場所▶トモア・まちのひろば他
　※毎月第3日曜日開催
問 地域交流センターともべ「トモア」
　 TEL0296-71-6637

　トップアスリートのコーチによる
脳を刺激して体を動かすコーディ
ネーショントレーニングです。50代

予約がある日は除く。
上映時間▶①午前10時～②午後1時

～③午後4時～④午後7時～
◎「桜田門内の変！？」

期間▶5月22日（月）まで
出演者▶渡辺裕之、竹内晶子、

KATSUMI　他
料金▶おとな1,000円、こども（小

学生～高校生）500円
◎「かさま映像コンペティション」

選定作品 グランプリ「アレルギー」
　笠間市長賞「笠間高校の歴史」
　観客賞「卒業」
期間▶5月24日（水）～ 29日（月）
料金▶無料

◎「天心」 監督：松村克弥
期間▶5月31日（水）～ 6月12日
（月）　

出演者▶竹中直人、平山浩行、中
村獅童　他　　

料金▶おとな1,000円　こども
（小学生～高校生）500円

問 地域交流センターともべ「トモア」
　 TEL0296-71-6637



笠間市小原1216　TEL.0296-77-7845

畳表替え
襖張替え
障子張替え（大）
アミ戸張替え（大）… 1,780円→

障子張替え
1,600円

国産品なら
畳工房ニタイラ

………3,900円～
………2,800円～
…1,780円　
2,100円　

他社と比べて下さい
見積もり無料

ゴールデンウィークも終わり、
ほっとしていたら障子に穴が！！
なんてことになっていませんか？

♥幸せな結婚を
　　 迎えてほしい♥

地元で17年　茨城結婚情報グループ　日本ブライダル連盟・関東良縁協会所属

（0296）78-0406野の花ともべ およめさんおむこさん

低料金優遇・相談無料
その他入会者優遇有り

成婚まで母心で応援します

至石岡 至笠間 至市役所

至水戸 至内原

野の花ともべ

笠間市南友部1937
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検索野の花ともべ
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「オセロキャラバン2017 
in笠間・桜川～白黒つけましょ
う～」参加者募集

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 3月24日）
【施設モニタリング（12月～2月分）】
　環境保全事業団より、最終処分場および溶融処理施設モニタリングにおける住民公表・排ガスの維持管理・浸出水
の放流について12月から2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施設の流入水では、有害金属としてカドミウム、鉛、ヒ素が検出されたが、流入水・処理

後の放流水ともに、全ての項目で下水道の放流基準値を下回った。なお、放流水は、笠間市の公共下水道へ放流し
ている。

②地下水の定期モニタリングにおいては、全ての項目で環境基準値（排水基準の1/10程度）を下回った。また、4カ所
あるモニタリング井戸の2カ所で総鉄、総マンガンが水道水質基準値を超過した。しかし、地質の影響によるもの
であり、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、全ての項目で放流基準値を下
回った。

④溶融処理施設の排ガス常時監視については、時間最大値で塩化水素、窒素
酸化物で自主管理基準値を超えている時間があったが、法定基準値は全て
の項目で下回った。

⑤モニタリング結果の住民公表については、事業団ＨＰにおいて廃棄物の処
理実績、維持管理記録（水質・排ガス等の測定結果）を毎月公表している。
　【次回の監視活動】

　環境モニタリングについて実施。

5月の納税等
納期限：5月31日（水）
  ・軽自動車税（全期分）
  ・国民健康保険税（1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。

※口座振替で納付の方は預金残高の
確認をお願いします。

※軽自動車税を口座振替にされてい
る方は、6月中旬頃に車検用納税済
証明書（納付済通知書）を送付する
予定です。

※広報かさま4月号の掲載内容及び料金に誤りがありましたこ
とをお詫びいたします。上記内容となります。

　（一社）笠間青年会議所では、茨
城県発祥であるオセロを通じて、未
来を担う子どもたちに、挑戦するこ
とで得る経験を実感していただくと
ともに、コミュニケーション能力の
向上を図るため、「オセロキャラバ
ン2017 in笠間・桜川」を開催します。
日時▶6月25日（日）　午後0時30分

受け付け、午後1時10分開会
会場▶鳳台院（笠間市箱田2458）
※対戦前に坐禅体験も行う予定です。
対象▶笠間市および桜川市の小学1

～ 6年生
募集人数▶60名
申し込み締め切り日▶5月31日(水)
申し込み方法▶参加者氏名・学校名・

学年・性別・保護者氏名・当日連
絡先・住所をご記入の上、下記ま
でFAXにてお申し込みください。
※記入漏れがある場合、受け付け
できない場合があります。

※応募者多数の場合には、厳正な
る抽選の上、当選者のみハガキで
お知らせします。

問 ・申 （一社）笠間青年会議所　
　 次世代育成員会（担当：横手）
　 TEL090-8581-8681
　 FAX0296-78-3575

からの体力維持、認知症予防にオス
スメ。脳と体がつながる感覚をぜひ
体感してください。
日時▶5月20日（土）、28日（日）、
　6月3日（土）、10日（土）、17日（土）
　24日（土）、7月1日（土）、8日（土）
　15日（土）、22日（土）
場所▶トモア・健康ルーム
開催時間▶午前9時～ 9時45分
定員▶15名
対象▶50歳以上の男女
料金▶6.000円（税別）（月4回）
　※途中入会もOK
体験レッスン▶1回1,500円
持ち物▶室内用運動靴、水分補給、

動きやすい服装、タオル等
受け付け▶地域交流センターともべ
「トモア」　TEL0296-71-6637

問 Ts-Codition
　（ティーズコンディション）
E-mail：ts.condition@gmail.com
※キッズクラスもあります。


