申

笠間市からのお知らせ
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29年4月1日から平成30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および部分公開が
35件、条例に基づく審議会等の会議の
公開が70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22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207）

飯田ダムからのお知らせ
森と湖に親しむ旬間 飯田ダム見学会

ダムを中心とした自然豊かな空間に
ふれ、心身のリフレッシュをはかるイベ
ントです。
日時 ▶7月29日（日）午前10時～午後
3時（小雨決行）
場所▶飯田ダム管理事務所（笠間市飯
田字梨木平1125-12）
かんさろう
ふなぐら
内容▶・ダム監査廊、船庫の一般公開
・
 ダムの目的、内容に関するパネル
展示・ダムカード配布・クイズラリー、
記念品配布・ヨーヨーすくい
参加費▶無料（予約申し込み不要）

茨城県水戸土木事務所ダム管理課
TEL 029-225-4515（萩原）
問

トモアからのお知らせ
夏休み企画 子どものための
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…申し込み

問

…問い合わせ

ハープミニコンサート

ボイストレーニング講座でもおなじ
はやかわ
みの、早 川ちひろさんによるアイリッ
シュハープと歌の40分程度のミニコン
サート。子ども達の好きな童謡やアニ
メソングなどを楽しみながら音楽を学
びましょう。
日時▶7月22日（日）午後3時開演（午
後2時45分開場）
場所▶トモア「健康ルーム」
定員▶20組40名（全席自由席・椅子が
ないので座布団等をお持ちください）
参加費▶乳児～中学生 600円・高校
生～大人 700円（トモアにて販売）

夏休みパパとママとお料理きょ
うしつ

小さな頃に読んでもらった絵本の中
に出てくる、おいしそうなおやつを作り
ましょう。
「かんたんサンドイッチ」
と
「に
んじんケーキ」を作ります。
日時▶8月4日（土）午前10時～午後0
時30分
場所▶トモア 調理室
対象▶親子ペア（お子さんは何歳から
でも可）
定員▶12組（先着順／応募者多数の場
合は抽選）
参加費▶パパかママ1名とお子さん1名
で1,500円（お子さん1名追加ごとに
＋500円）
持ち物▶筆記用具・三角巾・エプロン

夏休み 絵画・ポスター宿題教室

夏休みの宿題の絵画を、楽しみなが
ら描きます。
（個人差があるので、全員
が完成するとは限りません。ご了承く
ださい。
）
日時▶8月4日（土）午後1時～5時
場所▶トモア会議室
せきぐち

ひろこ

講師▶関口 広子（アートスクールヒロ
てるぬま
主宰）
・照沼 めぐみ（アトリエKEIKI
主宰）
対象▶小学生
定員▶20名（先着順）
参加費▶2,500円

持ち 物▶飲み物・課題の画用紙（丸め
ないこと）鉛筆（2B）消しゴム・宿題
内容プリント・雑巾、絵の具セット（絵
の具の補充を忘れずに）※1・2年生
は、クレヨンと油性マジックも持参。

駅前シネマ・夏休み企画
「平和を考えるアニメ特集」

日時▶8月2日
（木）
「チョッちゃん物語」
8月16日
（木）
「えっちゃんのせんそう」
8月23日
（木）
「ぞう列車がやってきた」
8月30日
（木）
「ガンバとカワウソの冒険」
い
 ずれも1日4回上映 ①午前10時
～ ②午後1時～ ③午後4時～
④午後7時～
場所▶トモア マルチホール
参加費▶一般1,000円／身障者・シニ
ア800円／子ども500円
※未就学児は無料
※映画を5回観ると、1回無料になり
ます。

トモア自主映画
「マリリン7日間の恋」

日時▶8月4日（土）1日4回上映 ①午
前10時～ ②午後1時～ ③午後4
時～ ④午後7時～
場所▶トモア マルチホール
参加費▶前売り：一般1,000円／子ど
も（小中学生）500円
当
 日：一般1,200円／子ども（小中
学生）700円

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

あたごからのお知らせ
ライブイン「あたご」第2弾
安 達由 美（シャンソン歌手）
・山 田
ひかる（ピアノ）デュオコンサート
あ だ ち

ゆ

み

や ま だ

爽やかな歌声を聴いてひとときの涼
を感じてください。
日時 ▶7月29日（日）
《第一部》開場：
午後0時30分・開演：午後1時／《第
二部》開場：午後2時30分・開演：

午後3時
定員▶各回70人
参加費▶1,000円

行政相談委員が委嘱されました

申・問 地域交流センターいわま
（あたご）
（笠間市下郷4438-7）
TEL 0299-57-3357

6月1日、次の方が総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。

笠間の家からのお知らせ
十六夜まつり展

日時▶7月31日（火）～8月14日（火）
場所▶笠間の家ギャラリー

い ぐ ち

井口

十六夜まつりライブ

日時▶8月5日（日）午後4時～5時
場所▶笠間の家ギャラリー
定員▶25名
内容▶スティールパンやギターなどの
音楽ライブ
料金▶1,500円（1ドリンク込）
申し込み方法▶笠間の家にてチケット
販売中（前売り・当日あり）
申・問

笠間の家（笠間市下市毛79-9）
TEL 0296-73-5521

笠間クラインガルテンからのお知らせ
おたのしみバーベキュー

日時▶通年 午前11時～午後5時（最終
受け付け午後3時）
場所▶笠間クラインガルテン

きよし

清さん

（池野辺）

問

行政相談委員は、
「めざそう 住みよい ま
ちづくり」をスローガンに、住民の皆さんの身
近な相談相手として、行政に関する相談などを
受け付け、その解決のための活動をしています。
毎日の暮らしの中で、困っていること、悩ん
でいることなどがありましたら、お気軽にご相
談ください。相談は、無料・秘密厳守です。
会場や日程については情報カレンダーをご覧
ください。

秘書課
（内線225）
／総務省茨城行政評価事務所 TEL 029-221-3347

内容▶・レンタル料金1炉（ 4～5名様）
あたり 1,000円＋税
炭代金 3キロ／600円
・
 セットメニュー／手ぶらで楽ちん
セット おひとり様 1,500円＋税
（牛肉・豚肉・季節の野菜盛り合わせ、
焼きそば、皿類、トング類、サラダ油、
焼肉のたれ中辛、塩コショウ）
※5日前までにご予約ください。
お得な子ども団体割もあり。
申 ・ 問 笠間クラインガルテン直売所
（本戸4258）TEL 0296-70-3133
※月曜定休

7月の納税等

納期限：7月31日
（火）

固 定 資 産 税（2期分）
国 民 健 康 保 険 税（2期分）
後期高齢者医療保険料（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 5月24日）
【搬入車両等対策】
搬入車両について市内4ヶ所で監
視活動（市内通過禁止区域の現地確
認等）を行い、各班からその結果報
告を受けた。
・1班 「エコフロンティアかさま」入口
・2班 「才木交差点」角
・3班 逆川「芸術の森公園」入口
・4班 施設内（管理棟前）
【監視活動結果】
①
「エコフロンティアかさま」入場

に当たって、周辺道路上での待機
車両はなかった。
②搬入車両について、搬入業者に義
務付けているステッカーが未標示
である車両はなかった。
【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。
※今回の監視で「エコフロンティア
かさま」への搬入に伴い、市内通
過禁止区域を通行した産業廃棄物

搬入車両はありませんでした。

監視委員による搬入車両確認状況
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