申 …申し込み

案

内

笠間市
◎総合公園の遊具をリニューアルし
ました
笠間市総合公園に新しい複合遊具
が設置されました。4ｍの高さから
滑り降りるロングウェーブスライダ
ーと笠間の栗をモチーフにした
「ビ
ッ栗」ルーフが特徴で、さまざまな
遊びの要素が詰まった遊具となって
います。どうぞご利用ください。
利用開始日▶4月1日
（日）
場所▶笠間市総合公園
（笠間市箱
田867-1）
対象▶6～12才
問 都市計画課
（内線 587）

◎市民農園
「生き活き菜園はなさか」
利用者募集
新しい季節に、家族や仲間とふれ
あいながら、無農薬の野菜作りを始
めませんか。施設内には、無料で使
用できる農具のほか、トイレや休憩
施設、水道、駐車場、広場がありま
す。毎週日曜日には栽培講習会があ
り、専門講師から野菜作りのアドバ
イスを受けられるので、未経験者で
も安心です。
場所▶笠間市橋爪
（
「いこいの家は
なさか」
（ 笠間市橋爪586-4）に
隣接）
対象▶農業を営んでいない方
使 用 料 ▶ 年 間10,280円
（1区 画
30㎡）※途中の場合は月割とな
ります。
使用期間▶4月1日〜平成31年3
月31日
（更新可）
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問 …問い合わせ

はやかわ ち ひろ

申し込み方法▶所定の使用申請書
およびアンケートを農政課まで
提出してください。
申請書は、市ホームページか
らもダウンロードできます。
申し込み期間▶随時
申 ・ 問 農政課
（内線542）

講師▶早川千丈先生
対象▶大人（幅広い世代）
参加費▶2000円／1回
申し込み方法▶電話で受け付け
申 ・ 問 地域交流センターいわま
「あたご」
TEL 0299-57-3357

トモア

笠間の家

◎毎週木曜日は「映画の日」トモア駅
前シネマのご案内
週替わりで懐かしの名画・話題の
映画を上映します。
5月の木曜日は
「石原裕次郎」特集
です！
3日
「嵐を呼ぶ男」
、10日
「俺は待
ってるぜ」
、17日｢銀座の恋の物語」
、
24日
「夕陽の丘」
、31日
「夜霧よ今
夜も有難う」
※詳しくは、お問い合わせください。
内容・時間▶毎週木曜日①午前
10時～②午後1時～③午後4時
～④午後7時～
料金▶一般1000円 身障者・シ
ニア800円 子ども500円
場所▶地域交流センターともべ
「トモア」マルチホール
申 ・ 問 地域交流センターともべ
｢トモア｣
TEL 0296-71-6637

◎フルート講座
少人数制のフルート教室です。講
座の後のお茶タイムに先生の演奏付
き。
日 時 ▶ 月2回・ 木 曜 日（5月 は10
日・17日）午前10時～11時30
分 午前11時30分～正午
お茶と先生の演奏
参加費▶7000円／月（毎回1ドリ
ンク込）
場所▶笠間の家
申 ・ 問 笠間の家
TEL 0296-73-5521

あたご
◎英会話教室の募集
幼児から社会人まで各クラス開催
日時▶毎週月曜日 午後4時30分
～午後8時
参加費▶5000円／月
申し込み方法▶電話で受け付け
申 ・ 問 地域交流センターいわま
「あたご」
TEL 0299-57-3357
◎ボイストレーニング教室
日時▶毎月第1水曜日午前10時～
11時30分
場所▶地域交流センターいわま
健康ふれあいルーム

～音景～

なり た れい

成田玲

写真展

バミューダ音楽出版所属の写真家
でありピアニストでもある成田玲の
風景写真展示
日時▶4月20日（金）～30日（日）
場所▶笠間の家ギャラリー（無料）
申 ・ 問 笠間の家
TEL 0296-73-5521
つかもとじゅんこ

塚本純子ガラス絵展示会
日時▶5月2日（水）から6月16日
（水）
場所▶笠間の家ギャラリー（無料）

うさとの服展
日時▶5月23日
（水）
から27日
（日）
申 ・ 問 笠間の家

TEL 0296-73-5521

茨城県陶芸美術館企画展

◆日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念
フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア

コレクション・カッコネン

◆マリメッコ・スピリッツ Finland Meets Japan
4月21日
（土）〜7月1日
（日）
【展覧会概要】
2つの企画展
の同時開催によ
り、フィンラン
ビルゲル・カイピアイネン
ドデザインの源
「飾皿（果実）」
泉から新たな展
1970-1980年代
アラビア製陶所
開まで、その魅
コレクション・カッコネン
力と全貌を紹介
ⒸKUVASTO Helsinki &
JASPAR,Tokyo,2018
します。
マイヤ・ロウエカリ
photo : Niclas Warius
「桜の花の雨」

2017年
午前9時30分～午後5時
Marimekko
（入場は4時30分まで）
◆観覧料 一般820
（670）
円 高大生620
（510）
円
小中生310
（260）
円
※
（ ）
内は20名以上の団体料金。70歳以上
無料
◆休館日 月曜日
（ただし、4月30日は開館）
笠間市笠間2345
（芸術の森公園内）
TEL 0296-70-0011
ホームページ http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

◆開館時間

監査委員の紹介

すとうみきお

4月1日付で、須藤幹夫さん（新任）
が監査委員に選任されました。
任期：4月1日から4年間
監査委員は、人格が高潔で、市の
財務管理や事業の経営管理その他
行政運営に関する識見を有する人および市議会議員
の中から選ばれます。主に、市の財務に関する事務
の執行および市の経営に係る事業の管理が、合理的
かつ適正に行われているか監査します。

4月の納税等  納期限：5月1日（火）
・固定資産税（1期分）・介護保険料（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。

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 2月22日）
【施設の維持管理】
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投入している。
（日平均135.5ｔ）
◦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8ppm 2号炉11ppm）
◦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 0.042ng-TEQ/N㎥
2号炉 0.020ng-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0.62ng-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。
【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。
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