笠間市農業公社
◎笠間で広まる農家×料理人コミュ
ニティvol.05
「農家」と「農産物」にスポット
を当て、料理人自らが農家に足を運
び、取材・食材を厳選します。農産
物の美味しさを最大限に引き出した
プロの味を楽しんでいただきます。
日時▶10月10日（火）午後6時30
分～午後9時 ※受付午後6時
会場▶栗の家（土師1285）
料理人▶緒方 稔シェフ 仙台市
内にあるnacree（ナクレ）オー
ナーシェフ。ミシュランガイド
1つ星獲得。
内容▶○笠間産の食材を使ったフ
ランス料理のフルコース
○使用した農産物を野菜ボック
スとして予約販売（別売り）
人数▶25名（先着順）
料金▶15,000円（税込み）

申し込み方法▶電話、ファックス
またはメール
問 一般財団法人笠間市農業公社
TEL 0296-73-6439
FAX 0296-73-6438
メールinfo@kasama-agri.jp

トモア
◎エリートキッズ・スクール生募集
すべてのスポーツにつながる基礎
トレーニングを、トップアスリート
コーチから楽しく学びませんか？
日時▶月4回・毎週土曜日①未就
学 児:午 前10時 ～10時45分 ②
小学生:午前11時～11時50分
場所▶地域交流センターともべ
「トモア」健康ルーム
講師▶田島孝彦コーチ
（T's-Condition代表）
対象▶①未就学児 ②小学生
定員▶①②ともそれぞれ15名

参加費▶①②ともに8,000円
（税別）／月4回
申し込み方法▶電話またはメール
備考▶途中入会もＯＫ・体験レッ
スン1回1,500円
申 ・ 問 地域交流センターともべ「ト
モア」 TEL（0296)71-6637

笠間の家
◎陶芸大学校研究科生による個展
研究科生が想いをカタチにし、土
と焼成を素材に持つ陶芸と向き合い
製作しました。
日時▶①市川佳依 9月26日（火）
～10月1日（日）
②藍澤理恵 10月3日（火）～
10月9日（月）
③川井雄仁 10月11日（水）～
10月15日（日）
場所▶笠間の家（下市毛79-9）
問 笠間の家 TEL0296-73-5521

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 7月20日）
【施設の維持管理（一般廃棄物・産業廃棄物）
】
環境保全事業団より、維持管理状況の報告を受けた。
◦ごみの受入投入方法については、展開検査ヤードで受入検査を実施後、クレーン方式によりごみを均一に混合し、
処理能力（72.5t/ 日×2炉）以上のごみを投入しない。（日平均91.5t）
◦炉の運転方法については、助燃バーナーを使用し、一酸化炭素濃度が100万分の100以下となるようにごみを焼
却している。
（維持管理目標値30ppm 以下で設定。結果 :1号炉7ppm、2号炉8ppm）
◦ダイオキシンの発生防止については、燃焼室中の燃焼ガスを摂氏800度以上に保ち、集塵器に流入する燃焼ガス
を水噴霧により摂氏175度以下に冷却している。また、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度は、
維持管理目標値である0.1ng-TEQ/N㎥以下となるように二次燃焼室において完全燃焼している。
（結果 :1号炉
0.023ng-TEQ/N㎥、2号炉 0.037ng-TEQ/N㎥）
◦ばいじん中に含まれるダイオキシン類濃度は、年1回以上測定し0.0019ng-TEQ/g となっている。
◦消火設備、粉じん飛散防止、害虫発生抑制、騒音・振動・悪臭・水質など生活環境に支障が生じないよう整備ま
たは実施している。
【委員質疑】
◦委員より、ダイオキシンの発生防止、火災時の対策、施設の能力を維
持するメンテナンス状況等の質疑があった。
【現地監視】
溶融処理施設内
◦中央制御室での管理状況について監視した。
【次回の監視活動】 廃棄物の受け入れについて実施。

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

笠間市小原1216

他社と比べて下さい

見積もり無料

夜風の気持ち良い
季節になりましたね。
アミ戸張替え
（大）

2,100円→ 1,900円
（9月末まで）

TEL.0296-77-7845

中央制御室での管理状況について監視

9月の納税等 納期限：10月2日（月）
・国民健康保険税
（4期分）
・後期高齢者医療保険料 （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。
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笠間市
◎いばらき都市緑化フェスティバル
10月は「都市緑化月間」
。都市緑
化の大切さを感じていただけます。
日時▶10月22日（日）
（雨天中止）
午前10時～午後3時
場所▶笠間芸術の森公園 イベン
ト広場
内容▶インテリアグリーン（ミニ
観葉植物）作成教室、ガーデニ
ング教室、球根つかみどり、木
工教室、ヤマブキ苗無料配布、
緑化相談、子ども工作教室、砂
鉄絵作成、パネル展示（防災施
設の紹介）、耐震貯水槽作動実
演、農産物直売など。この他に
大道芸人によるショータイムを
計画中！ ＊内容が変更となる
場合もあります。
問 管理課（内線575）
◎かさま環境フェア2017
市の豊かな自然環境を未来へつな
いでいくため、フェアを開催しま
す。工作やクイズなど家族みんなで
楽しめるイベントです。
日時▶10月14日（土）午前9時～
午後3時半まで
※予備日は10月15日（日）
場所▶市総合公園管理棟前広場
（箱田867－1）
内容▶環境に関する表彰・体験・
展示など
※この事業は全国モーターボート
競走施行者協議会からの拠出金
を受けて実施するものです。
問 かさま環境フェア実行委員会事

務局（環境保全課内

内線125）

◎市就職面接会参加者募集
日時▶10月13日（金）
午後1時～3時（受付午後12時
30分～）

申 …申し込み

問 …問い合わせ

場所▶地域交流センターともべ
「トモア」
内容▶ハローワーク笠間に求人登
録している市内事業所20社程
度が集まり、企業ブースで相対
方式により面接選考を実施。参
加費無料。履歴書を持参。
対象▶平成30年3月卒業予定の県
内高校生。平成30年3月卒業予
定の大学、短大、専門学生（卒
業後おおむね３年以内の既卒者
を含む）
申し込み▶高校卒業予定者は9月
25日（月）まで。大学卒業予定
者等については市ホームページ
にある申込書またはいばらき電
子申請届出サービスで当日まで
申し込み可能。
問 商工観光課（内線511）
◎特設行政相談所を開設
10月16日（月）から22日（日）の
行政相談週間にあわせ、市では「特
設行政相談所」を開設します。毎日
の暮らしの中で困っていること、望
んでいることなどはありませんか？
総務大臣から委嘱された民間の有識
者が、国や県、市などが行っている
仕事に対する意見・要望などを住民
から受け、助言や問題解決の促進を
図っています。相談無料、秘密は厳
守されます。
《特設行政相談所》
日時▶10月25日（水）午後1時～
3時
場所▶笠間ショッピングセンター
ポレポレシティ1階セントラル
コート
《行政相談委員》
磯靖子（稲田）、柴田良子（大田町）、
茂呂裕（下郷）
※予約申し込みは不要。また、次の
日程でも実施しますので、ご利用く
ださい。
友部公民館：11月22日・1月24日・
3月28日いずれも（水）

笠間公民館：12月20日（水）
市民センターいわま：2月6日（火）
問 秘書課（内線225）

日動美術館・春風萬里荘
◎65歳以上の入館料が無料
対象者▶市内在住の満65歳以上
の方と同伴家族（市内在住）1
名まで
場所・入館料▶笠間日動美術館お
よび春風萬里荘、ともに無料
※自己申告とし免許証・マイナ
ンバーカード・保険証等での
確認が必要
期間▶平成30年3月31日まで
開館時間▶午前9時30分から午後
5時（入館は午後4時30分まで）
休館日▶月曜日（祝日の場合は開
館し翌日休館）、年末年始
【開催中の企画展】
「不思議がいっぱい 迷宮の絵画展
The Wonder of the Labyrinth
Paintings」
同時開催
「第2回 こども絵画ビエンナーレ」
会 期 ▶8月5日 ( 土 ) ～10月1日
（日）まで
問 生涯学習課（内線383）

防衛省
◎航空観閲式を実施
自衛隊記念日行事の一環として、
航空観閲式を航空自衛隊百里基地で
実施します。政府主催行事のため、
招待者以外の方のご入場はできませ
ん。当日および事前の飛行訓練に際
しては、大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解をお願いいたします。
日時▶10月29日（日）
場所▶航空自衛隊百里基地
問 航空自衛隊百里基地渉外室
TEL0299（52）1331
（内線2211・2587）

至笠間

至市役所

野の花ともべ

至水戸

せきね動物病院

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
北口
友部駅

♥幸せな結婚を
迎えてほしい♥

至内原

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

野の花ともべ
野の花ともべ
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