小美玉市

…… となりのまちから ……

講師▶小野三枝子（染織作家・麻
土工房）
◎織物教室（月2回火曜）
日時▶9月12日（火）、26日（火）
午後1時30分～3時30分
費用▶38,800円（税込み、6カ月
分、材料費別途）
講師▶小野三枝子（染織作家・麻
土工房）
◎絵画教室（月1回第3木曜）
日時▶9月28日（木）から
午前10時～正午
費用▶12,960円（6カ月分）
講師▶安藤錥仔（示現会正会員）
◎企画展
・尾﨑髙行作陶展
8月22日（火）
～9月3日（日）
・食卓の情景展
8月22日（火）
～9月10日（日）
・いやしの灯と食卓をいろどる器達Ⅱ
9月12日（火）
～24日（日）
・笠間焼協同組合青年部会展
9月12日（火）
～24日（日）
場所はいずれも笠間工芸の丘
（笠間2338-1）
問 笠間工芸の丘
TEL0296-70-1313

水戸市
◎第6回水戸まちなかフェスティバル
さまざまなイベントが集結する秋
のストリート文化祭です。

日時▶9月24日（日）午前10時～
午後4時（歩行者天国の時間帯）
場所▶国道50号大工町交差点～
水戸中央郵便局交差点（車道区
間）、国道50号銀杏坂（歩道区
間）、水戸駅北口ペデストリア
ンデッキ他
水戸市HP▶http://www.city.
mito.lg.jp/001433/003461/
p20130815.html
Facebook▶https://www.
facebook.com/mitofes/
Twitter▶ https://twitter.com/
mitomachifes
問 水戸まちなかフェスティバル実
行委員会（事務局 水戸市商工課
内） TEL029-232-9185

◎コスモス・菜の花が見ごろ
希 望 ヶ丘 公 園 で は、 約6.3haの
広大な土地にコスモスが開花しま
す。
『センセーション』というポピュ
ラーな品種を中心に、濃紅色、桃色、
白色の花を咲かせ、訪れた人の目を
楽しませてくれます。
見ごろ▶コスモス:開花は例年9
月中旬から10月下旬で、ピー
クは10月上・中旬。
菜の花:4月上旬から5月中旬。
園内で摘み取りができます!
問 小美玉市商工観光課
TEL0299-48-1111(内線1161)

8月の納税等

納期限：8月31日（木）
・市県民税（2期分）
・国民健康保険税（3期分）
・後期高齢者医療保険料（2期分）
・介護保険料（3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。

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 6月22日）
【施設モニタリング（3月～ 5月分）
】
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について、3月から5
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。
モニタリング結果の住民公表については、環境保全委員会の会
議資料を福田地区の各戸に配布したほか、事業団 HP においても廃
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。
会議終了後、浸出水処理施設にて現地視察を実施。
【次回の監視活動】
施設の維持管理について実施。

浸出水処理施設の視察

塗り替え相談会 笠間市内で開催します！
8 月は笠間市内で無料相談会を開催します！

8 月 4 日（金）

カスミ フードスクエア友部
AM

8 月 25 日（金）

11:00

〜 PM

6：00

〜 PM

6：00

カスミ笠間店
AM

11:00

国産品なら

畳工房

ニタイラ

畳表替え ………3,900円〜
襖張替え ………2,800円〜
障子張替え（大）… 1,780円
アミ戸張替え（大）… 2,100円

◎オーダーカーテンもやってます
ご予約・ご相談は

0120-277-767

笠間市小原1216

他社と比べて下さい

見積もり無料

その障子、穴があいてますよ。
障子を張り替えて、
冷房効率アップ！！

障子張替え
（大）

1,780円→ 1,600円
（8月末まで）

TEL.0296-77-7845
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笠間市
◎情報公開・個人情報保護制度の運
用状況について
情報公開・個人情報保護制度は、
個人の知る権利を尊重し個人の権利
利益の保護を図るために、市の保有
する情報の公開を請求する権利、個
人情報の開示等を請求する権利を明
らかにするものです。
平成28年4月1日から平成29年3
月31日までの情報公開・個人情報
保護制度の運用状況は、次のとおり
です。
情報公開条例に基づく公文書の公
開の請求に対する公開及び部分公開
が20件、条例に基づく審議会等の
会議の公開が81件ありました。
なお、市長交際費・議長交際費を
市のホームページで公開しています。
また、個人情報保護条例に基づく
開示の請求に対する開示が18件あ
り、訂正・削除・利用中止請求はあ
りませんでした。
問 総務課（内線208）

笠間地域農業改良普及センター
◎「栗新規栽培者講座」参加者募集
日本有数の栗産地としての振興を
図るため、栗栽培に必要な基礎知識
や生産・出荷の実作業について学び
ます。本年度は、これまで本講座を
受講した方の部分受講も受け付けま
す。都合で全講座に出席することが
できなかった方、一部の技術の知識
を深めたい方などもご参加ください。
開催日 内容／場所
（原則半日）
▶
◦9月10日（日）
午前
開講式、栗栽培の基礎（品種と
栽培の特徴等）
、選果場見学及
び栗の流通／JA常陸友部営農
センター（湯崎1231）
◦12月上旬（土日いずれか）
剪定の基礎・実習／市内圃場
◦12月下旬（平日）
栗部会の剪定講習会見学／市内
圃場
◦2月頃
病害虫防除について
閉講式／友部公民館（中央3-3-6）
対象者▶市内在住で出荷を目標と
して意欲をもって農業経営に取
り組む（予定を含む）方
※ただし、家庭果樹を対象とし
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申 …申し込み

問 …問い合わせ

たものではありません。
受講料▶無料
定員▶20名程度
主催▶笠間の栗グレードアップ会議・
笠間地域農業改良普及センター
申し込み方法▶笠間地域農業改良
普及センターまたは市役所農政
課の窓口に直接またはお電話で
お申し込みください。
申し込み期限▶8月25日（金）
申 ・ 問 笠間地域農業改良普及セン
ター TEL0296-72-0701、 農 政
課（内線527）

笠間市農業公社
◎かさま結 農援隊事業
市内農家の農作業を手伝う援農者
と、支援を希望する農家とのマッチ
ングを行います。援農者、支援希望
者の双方を募集します。
○援農を希望する方へ
対象者▶農業に興味があり農作業
や収穫を体験してみたい、就農
を目指したい方など。（短時間・
短期間での就労また市外在住の
方も可）
登録方法：申し込み用紙に必要事
項を記入のうえ、市農業公社窓
口に提出。
登録料▶無料
賃金・労働条件等▶各農家との契
約になります。※事前に明示し
ます。
○農家の方へ
短時間の作業から登録でき、雇用
期間は1日から長期まで受け付けま
す。
対象▶市内で農業をしている方。
業種▶農業に限る。
登録方法▶求人票に労働内容や賃
金等、条件を明示し、市農業公
社窓口に提出。
紹介手数料▶2,000円／紹介者1
名
申 ・ 問（一財）笠間市農業公社
TEL0296-73-6439

笠間クラインガルテン
◎第3回ガルテンアカデミー
「体に優しい料理教室」参加者募集
毎月、
「健康」
「食」
「アート」をテー
マに体験教室を実施。3回目は夏休
み期間なので親子の参加も歓迎です。
日時▶8月24日（木）午前10時〜
午後1時

場所▶笠間クラインガルテンクラ
ブハウス（本戸4258）
内容▶・砂糖やバターを使用しな
いお菓子やオーガニック素材を
活かした料理教室
・笠間クラインガルテンの野菜
を使った「べジカレー」や焼き
菓子など
・ランチ付き
講師▶深谷道子さん（ナチュラル
スイーツ道オーナーパティシエ）
対象▶どなたでも参加可
定員▶16名（先着順）
参加費▶3,000円（小学生以下の
お子様は1人500円）
申し込み方法▶笠間クラインガル
テンへ電話またはFAX・メー
ルで
申し込み期間▶8月20日（日）
まで
申 ・ 問 笠間クラインガルテンクラ
ブハウス TEL0296-70-3011
メール:k-garten@atlas.plala.or.jp

笠間の家
◎山下凛 イコン画展
笠間市出身で日本人初のイコン画
家である山下凛のイコン画展。
日 時 ▶ 9 月 1 日（ 金 ）～ 9 月 1 4 日
（木）午前9時30分～午後5時
※月曜休館・最終日16時まで
◎「満ちみちる あたかゆき展」
笠間高校で陶土と出会い、笠間で
活動・作品発表を重ねてきた若手女
性作家の個展。
日時▶9月15日（金）～18日（月）
午前9時30分～午後5時
※月曜休館・最終日午後4時まで
場所▶いずれも笠間の家
（下市毛79-9）
問 笠間の家 TEL0296-73-5521

笠間工芸の丘
◎ロクロ教室
（全12回、水・木・金各コースあり）
日時▶水曜コース9月6日（水）～、
木曜コース8月31日（木）
～
金曜コース9月8日（金）～。
各午前9時30分～正午
費用▶32,400円（12回・焼成代
別 1,620円/1㎏）
講師▶工芸の丘インストラクター
◎さき織のコースター作り体験
日時▶9月12日（火）、26日（火）
午前10時30分～午後0時30分
費用▶1,620円
（作品1点、
税込み）

