4438番地7）

TEL 0299-57-3357

笠間の家からのお知らせ
笠間の作家 家具展

笠間の木工作家5名による椅子等の

展示をします。
期間▶7月3日（火）〜22日（日）

7
 月3日（火）
・15日（日）にはワーク

ショップあり。

内容▶①木で時計作り 午前10時～、
午後1時～（参加費2,000円・1ドリ

ンク付）

②30種類の木から選べるカード立て
作り（ 2個作成1,000円・1ドリン

ク付）

Home展

笠間市出身の若手作家による陶芸と

書を展示します。
期間▶7月24日（火）〜29日（日）
場所▶笠間の家ギャラリー
申・問

笠間の家（笠間市下市毛79-9）

TEL 0296-73-5521

ゆかいふれあいセンターから
のお知らせ
「夏休み子ども短期水泳教室」
参加者募集

未就学児は水に慣れること・小学生は

・小学生（1年～6年）

小学生A：7月24日（火）～27日（金）

午前11時30～午後0時30分

小学生B：7月31日
（火）
～8月3日
（金）

午前11時30分～午後0時30分

場所▶ゆかいふれあいセンター プール

内容▶・未就学児は水慣れを主体とし、
楽しみながら水泳に親しみ、その中

で水泳の基礎を学びます。

・小学生は水泳の基礎技術を学ぶク
ラス。基礎が出来たらクロールを
学びます。

ク
 ロール25m完泳できるお子様は

参加費▶4,800円/1ヶ月

※た だし、受け付け時に2か月分ま
とめて徴収

申し 込み方法▶直接フロントにて（印
鑑・受講料を添えて）

※電話での申し込み不可

定員▶幼児各クラス15名・小学生各ク

必要なもの▶動きやすい服装・シュー

参加費▶各クラスとも4,800円（税込）

申・問

～6年）

ラス20名（先着順）
/4日間

申し 込み方法▶直接フロントにて（印
鑑・受講料を添えて）

のお子様の申し込みに限ります。

時～定員になり次第締め切り
ズ・飲み物

ゆかいふれあいセンター（仁古

田長兎路入会地1-171）
TEL 0296-78-3796

※電話での申し込み不可

申し込み期間▶7月14日（土）午前9時
～定員になり次第締め切り

必要なもの▶お手持ちの水着・水泳帽
子・バスタオル・ゴーグル（任意）

「キッズヒップホップ短期教室」
の参加者募集

小学校低学年の子どもたちが、ヒッ

日時▶

日時▶7月～8月の毎週土曜日

午前10時15分〜11時15分

定員▶10名（先着順）

申し 込み期間▶6月23日（土）午前10

泳ぎ）に挑戦

催します。

幼児B：7月31日（火）～8月3日（金）

ホップインストラクターMIKAさん

対象▶小学1～6年生

対象 ▶幼児（年少～年長）
・小学生（1

プホップダンスを楽しむことを目的に開

午前10時15分〜11時15分

発表会を行う。

講師▶ゆかいふれあいセンター ヒップ

※申し込みはご兄弟・姉妹・ご家族

水泳の基礎技術を学ぶことを目的とし

幼児A：7月24日（火）～27日（金）

スに親しみ、最終日にセンター内で

他泳法（背泳ぎ・バラフライ・平

て開催します。
・幼児（年少～年長）

内容▶子どもたちがヒップホップダン

7
 月7日（土）
、14日（土）
、21日（土）
、

28日（土）
、8月4日（土）
、11日（土）
、

18日（土）
、25日（土）の全8回

午
 前10時10分〜11時10分（全8回）

場所▶ゆかいふれあいセンター スタジオ

6月の納税等

納期限： 7月2日（月）

市 県 民 税 （1期分）
介 護 保 険 料 （2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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申

…申し込み

問

…問い合わせ

案 内
児
 童手当現況届提出のお願い

児童手当を受ける方は、
毎年6月に
「現

況届」の提出が必要になります。提出を
必要とする受給者の方には、市から提
出書類が郵送されます。
「現況届」の提出がないと、6月分以
降の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。
期限▶6月29日（金）まで（土日を除く）
場所▶本所子ども福祉課または支所福
祉課窓口

時間▶午前9時～午後5時

※混雑が予想されますので、事前に
必要事項を記入のうえご持参くだ

さい。

提出 書類▶現況届（必要に応じて添付

書類の提出が必要です。詳細につい

ては同封の案内をご覧ください。
）

その 他▶・郵送での申請は受け付けて

トモアからのお知らせ
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。
7月は「外国映画特集」です！
5日「幸せはシャンソニア劇場から」
、
12日「 PK」
、19日「迷子の警察音楽隊」
、
26日「イロイロぬくもりの記憶」
。
日時▶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1,000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」
（友部駅前1番10号）
TEL 0296-71-6637

者の方は、健康保険被保険者証の

写しを現況届裏面にのり付けして

ください。

・子ども福祉課・支所福祉課では窓
口延長日はありません。

た
 だし次の日程のみ受け付け時間

を午後7時30分まで延長します。
岩
 間支所 福祉課：6月19日（火）

本所 子ども福祉課：6月20日（水）

笠間支所 福祉課：6月21日（木）
問

子ども福祉課（内線165）
・笠間支

所福祉課（内線72134）
・岩間支所福
祉課（内線73171）

プリザーブドフラワーを使ってカッ

プや鉢へ生け花のように植えつけるア
レンジメントです。
日時▶6月23日（土）午前10時～正午

定員▶15名（先着順／応募者多数の場
合は抽選）

参加費▶1,000円

（材料費別途2,000円）

ハープで奏でる
「いろはクラシック」

クラシック音楽と歌の「いろは」を学

びながらアイリッシュハープの演奏を
楽しみませんか。学び＆演奏を楽しむ
定期開催のミニコンサートです。
日時 ▶毎月第4火曜日

開場／午後2

時45分 開演／午後3時

いません。

・厚生年金等に加入されている受給

プリザーブドフラワーを使った
フラワーアレンジメント教室の
募集

あたごからのお知らせ
英語とダンスの親子スクール
『えいごユニーク』

「英語とダンス」を「子どもと保護者」

で同時にできる教室です。
日時▶月4回／水曜日 午前10時〜10

※初 回6月26日（火）の み 午 後6時
30分開演

定員▶40名

参加費▶700円

ワインデマミのワイン講座

テレビ・ラジオ・雑誌で有名な水戸の

時40分（0～3歳とその親）

女性シニアソムリエによるワインのいろ

時15分（ 3歳以上とその親）
、午後4

ど説明と試飲を楽しむ気軽な講座です。

月
 4回／金曜日

午後3時30分〜4

時20分〜5時20分
（小学生とその親）
参加費▶4,500～5,000円

はから、ワインと合う料理の楽しみ方な
日時▶6月27日（水）午後6時〜8時
定員▶40名

参加費▶3,500円（オードブル付き）
申・問

地域交流センターいわま（下郷

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 4月26日）
【平成29年度環境モニタリング】
環境保全事業団に対して、大気・騒音・
振動・悪臭・水質・土壌等のモニタリン
グ結果について資料の提出を求め、その
資料に基づき説明を受けた。
① 溶融炉排ガスについて、年2回実施
した法定検査ではすべての項目で管理
目標値に適合していた。また、連続監
視でも、窒素酸化物、塩化水素、一酸
化炭素について管理目標値をわずかに
超える時間帯があったが、法律で定め
られた規制基準は満たしていた。
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② 場内モニタリング井戸の調査では、 ③ 場内出入口付近に位置する現況保全
4井戸中3井戸で有害物質はほとんど
地（湿地）に生育・生息するシラン、ハッ
定量下限値以下であり、環境基準を満
チョウトンボ、オゼイトトンボ等はこ
たしている。また、1井戸では鉄分、
れまでと同様に確認された。
マンガンが他の井戸と比較して高く、
④ その他全般的に環境基準などの目標
さらに環境基準を上回るヒ素が前年度
値を達成しており、今後とも適正に維
同様検出されたが、地質の影響による
持管理していくことが求められる。
自然由来のものである。
 周辺民家モニタリング井戸の調査で 【次回の監視活動】
は、6井戸中4井戸で一般細菌等が水
搬入車両等対策について実施
道水質基準を超過したが、工事前調査
結果と同様の傾向である。

