TEL 029-298-0234
那珂市産業部商工観光課観光G
TEL 029-298-1111（内243）

小美玉市
第13回 小美玉市ふるさとふれ
あいまつり

市内の児童や生徒による「 GENKIス
テ ー ジ 」を は じ め、
「お 笑 い ＆ 歌 謡
ショー」
、
「キャラクターショー」
、
「ヨサ
コイショー」
、
「豊年踊り大会」
、
「花火
大会」が行われます。また、市内の団
体や企業などによる模擬店「バザール・
おみたま」
、子どもに大人気の「子ども
広場」などイベントが盛りだくさん。ご
家族でも、お友達同士でも一日たっぷ
りと楽しめる、小美玉市の夏の風物詩
とも言えるお祭りです。
日時▶8月25日（土）午前9時～午後9
時 ※荒天の場合8月26日（日）
※前日の24日（金）は前夜祭を行い
ます。
（会場は同じ）
会場▶小美玉市希望ヶ丘公園（多目的
グラウンド）小美玉市中台418
主催▶小美玉市ふるさとふれあいまつ
り実行委員会
後援▶小美玉市、小美玉市教育委員会、
㈱茨城放送、㈱茨城新聞

小美玉市役所 市民協働課
TEL 0299-48-1111（内線1251・
1252）
問

水戸市
第7回水戸まちなかフェスティ
バル

今年も、水戸の秋の一大イベント『水
戸まちなかフェスティバル』を開催しま
す！国道50号を歩行者天国として、デ
ザイン、アート、グルメなどさまざまな
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30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/p019205.html
Fa cebook▶https：//www.facebo
ok.com/mitofes
Tw itter▶https：//twitter.com/mi
tomachifes
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
TEL 029-232-9185）

茨城町
ひぬまdeマルシェ

茨城町の豊かな自然の中で、おしゃ
れなハンドメイドの品々にふれ、おい
しいものを食べながら、さわやかな秋
の1日をのんびり満喫できるイベントで
す。
今年は「涸沼環境フェスティバル」と
同時開催！広い園内では、さまざまな
催しをお楽しみいただけます。
恵みの秋を感じる空の下、
「こころ」に
も「からだ」にもうれしいイベントにぜ
ひ、お越しください♪
日時▶9月30日
（日）
午前10時～午後4時
会場▶涸沼自然公園キャンプ場（茨城
町中石崎2263）

茨城町商工観光課
（TEL 029-2921111・内線222）
問

平成30年 住宅・土地統計調査を実施します
◇住宅・土地統計調査とは？

 住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を
把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。
 この調査結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、
土地利用計画などの諸施策の企画・立案、評価等の基礎資料として利用さ
れます。
【調査の対象】全国約370万世帯、笠間市約8,000世帯（市全世帯の約3割）
【調 査 事 項】・住宅数
・国民の居住状況
• 高齢化社会を支える居住環境
• 耐震性、防火性等の住宅性能水準の達成度
• 土地の利用状況
•空き家の実態（
「空家等対策の推進に関する特別措置法」施
行による把握調査）
【調 査 日】10月1日現在（9月上旬より調査開始）
【調 査 方 法】 対
 象の世帯に、統計調査員が調査書類を配布します。
（回答
は紙の調査票やインターネットからも行えます。
）
※調査票の記入内容は厳重に保護され、統計を作成・分析する目的以外に
は使用いたしません。

【問い合わせ】企画政策課（内線592）

8月の納税等 納期限：8月31日（金）
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。
平成30年

広報かさま8月号（No.149）

16

申

トモアからのお知らせ
トモア縁日＆ハワイアン＆トモ
アほのぼの寄席

万葉亭小太郎率いる落語・ギター漫
談・皿回しなど、行く夏を惜しむ落語
と色物の会を開催します。ハワイアン
バンド・縁日も出てにぎやかに！
日時▶8月18日（土）午前10時～
縁
 日・寄席：午後5時開演時（午後7
時ごろ終演）
場所▶トモアマルチホール他
定員▶135名（先着順）
木戸銭▶500円
（トモアにて前売券販売）

夏休み親子の料理教室

採れたての旬の野菜を使って、お父
さん、お母さん、おじいちゃん、おば
あちゃんもご一緒に、親子で美味しい
料理を作りましょう。
日時▶8月25日（土）午前10時～12時
場所▶トモア 調理室
対象▶小学生と保護者
定員▶12組（先着順）
参加費▶小学生と保護者親子一組500
円
（お子さん1名追加ごとに＋250円）
3歳以下無料
持ち物▶筆記用具・三角巾・エプロン・
布巾

友 部 駅 前ビ アガ ーデ ン ～ 激 辛
ヒーハーまつり番外編～

ナスを使った夏料理・珍しいビール
や美味しい地酒近隣店舗の一押しメ
ニューやお子さん向けの屋台も出店し
ます。お楽しみに！
日時▶8月20日（月）～25日（土）
午後5時～午後9時

駅前シネマ9月「怪物特集」

日時・上映作品▶

…申し込み

問

…問い合わせ

9月6日㈭「キングコング」
【100分】
9月13日㈭
「フランケンシュタイン」
【71分】
9月20日㈭「大巨獣ガッパ」
【84分】
9月27日㈭「美女と野獣」
【93分】
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。
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

笠間の家からのお知らせ
笠間の作家60人展 第5回～暮
らしを楽しむ土鍋と灯り～

主に笠間を中心として活躍する作家
を取り上げて紹介する企画です。
9月1日（土）には特別限定ランチ（予
約制）あり。
日時▶9月1日（土）～9月17日（月・祝）
午前9時30分～午後5時
場所▶笠間の家ギャラリー

秋風のハープデュオコンサート

アイリッシュハープを2台使用しアン
サンブル・ハープソロ・ハープ弾き歌
いと、ハープを堪能できるコンサート
です。
日時▶9月23日（日）
①
 開
 場：午前11時／開演：午前11時15分
②開場：午後2時45分／開演：午後3時
場所▶笠間の家ギャラリー
定員▶30名（先着順）
費用▶全席自由2000円

申・問

笠間の家（笠間市下市毛79-9）
TEL 0296-73-5521

那珂市
なかひまわりフェスティバル
2018

今年も那珂総合公園を会場に「なか
ひまわりフェスティバル」が開催され、
周辺の畑には約25万本のひまわりが咲
き誇ります。
また、ライブなどのステージイベント
や模擬店が多数出店されるほか、ひま
わり畑では「ひまわり迷路」
、フェスティ
バルの最後には約2,000発の花火が感動
のフィナーレを飾ります。
日時 ▶8月25日（土）午前10時～午後
7時40分（午後7時～花火大会）
※荒天時中止
会場▶那珂総合公園（〒311-0121 那
珂市戸崎428-2）
料金▶入場無料
交通アクセス▶水郡線「上菅谷駅」より
無料シャトルバス運行（約20分）
・常
磐自動車道那珂ICより、国道118号
経由（車約10分）
駐車場▶駐車料金無料。那珂西部工業
団地内臨時駐車場、茨城県植物園臨
時駐車場、ひまわり畑見晴らし台下の
3か所。会場付近の警備員の指示に
従って駐車してください。
HP▶那珂市 観 光協会 http://www.
naka-kanko.jp/
那
 珂市商工会 http://www.nakash
ishokokai.com/
問 なかひまわりフェスティバル2018
実行委員会（那珂市商工会内）

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28日）
【施設モニタリング（3月～5月分）】
環境保全事業団から、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、施設内基準点について説明を受けた。
【次回の監視活動】
施設の維持管理について実施。

17

平成30年

広報かさま8月号（No.149）

