楽しく遊ぼう！
10月8日はぜひご家族でトモアへ！
場所▶地域交流センターともべ「トモ
ア」各施設

駅前シネマ・活弁特集

日時・上映作品▶
10月4日㈭
「用心無用」
（67分）
10月11日㈭
「チャップリンのスケート」

（15分）
・
「ロイドの浮気者」
（10分）
・
「キー
トンの化け物屋敷」
（21分）
3本立て
10月18日㈭
「キートンの蒸気船」

（72分）
・
「チャッ
プリンの冒険」
（18分）2本立て
10月25日㈭
「猛進ロイド」
（80分）
※午 後1時～と午後4時～の2回は、
さ さ き
あ き こ
佐々木 亜希子さんの実演でお送り
します。
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
FROM FLOWER CHILDREN
TO A GREEN PSYCHEDELIA
加藤陽子＋西山咲耶＋須藤陽子
か と う

よ う こ

にしやま

さ

や

す ど う

よ う こ

日時 ▶9月26日（水） ～30日（日）午
前9時30分～午後5時（毎週月曜日
休館・最終日午後4時まで）
場所▶笠間の家ギャラリー
内容▶①40年前のインド・ネパール写
真（加藤陽子）②リメイク・コラージュ
（西山咲耶）③南の花・花器・オブジェ
（須藤陽子）
料金▶無料

「不思議×折り紙×アリス展」

Kanoko9の創作オリガミはハサミを
使わず折ることで表現されています。
ウサギを追いかけて、不思議な世界の
住人たちに会いに来てください。
日時 ▶10月26日（金）～28日（日）午
前9時30分～午後5時 （毎週月曜日
休館・最終日午後3時まで）
場所▶笠間の家ギャラリー

やきもの通り商店会
登り窯作品展

日時▶10月30日（火）～11月11日（日）
場所▶笠間の家ギャラリー
内容▶毎年3月に行われる登り窯まつ
りで焼かれた焼き物を展示し、11月
9日（金）には素焼きの陶板に呉須（青
い絵の具）で絵付けをします。
「陶板絵付け体験」
11月9日
（金）
午後1時30分～3時
参加費：1,300円（ワンドリンク込み）
申・問

笠間の家（笠間市下市毛79-9）
TEL 0296-73-5521

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26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104.5t）
•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10ppm 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 0.013ng-TEQ/N㎥
2号炉 0.0087ng-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0.15ng-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。
【現地監視】
施設内の現況保全地を視察。
【次回の監視活動】
廃棄物の受入について実施。

9月の納税等 納期限：10月1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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笠間市からのお知らせ
かさま環境フェア2018

笠間市の豊かな自然環境を未来へと
つないでいくために環境フェアを開催
します。
環境に関する取り組みの展示、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13日（土）午前9時～午後3
時30分 ※予備日：10月14日（日）
場所▶笠間市総合公園 管理棟前広場
（笠間市箱田867-1）
内容▶環境に関する取り組みの展示・
体験、環境美化マナーポスターコン
クール表彰など
※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

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）
問

特設行政相談所を開設

10月15日（月）から21日（日）は行政
相談週間です。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。
行政相談委員は、総務大臣から委嘱
された民間の有識者で、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、助言や関係行
政機関への通知などを行い、問題解決
の促進を図っていきます。相談は無料
で、秘密は厳守されます。
日時▶10月22日（月）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
※予約申し込みは不要です。お気軽に
ご相談ください。
問

秘書課（内線225）

いばらき都市緑化フェスティバル

10月は「都市緑化月間」です。都市緑
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…申し込み

問

…問い合わせ

化の大切さを楽しみながら感じていた
だけるよう、
「いばらき都市緑化フェス
ティバル」を開催します。皆さんのご来
園をお待ちしています。
日時▶10月27日（土）午前10時～午後
3時 ※雨天中止
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、緑化相談、
まゆ玉工作教室、農産物・加工品直
売等。この他に大道芸人によるショー
タイムを計画中！
※内容は予告なく変更となる場合が
あります。
問

以上の方無料
※高校生以下は土曜日のみ無料
※11月13日（火）茨城県民の日はす
べての方が無料

茨城県近代美術館
TEL 029-243-5111
問

管理課（内線575）

茨城県近代美術館からの
お知らせ
開館30周年記念特別展
「ポーラ美術館コレクション―モ
ネ、ルノワールからピカソまで」

茨城県近代美術館の開館30周年を記
念する特別展。国内随一ともいえる質
の高さを誇るポーラ美 術 館のコレク
ションから72点を選りすぐり、モネや
ルノワールなど印象派の名品からマ
ティス、ピカソらの20世紀絵画に至る
まで、フランス近代絵画の魅力を紹介
します。
期間 ▶9月4日（火） ～11月18日（日）
※月曜休館。ただし、祝日は開館、翌
火曜日は休館（9月18日（火）は開館）
。
開館時間▶午前9時30分〜午後5時ま
で（入場は午後4時30分まで）
入館料▶一般1,190（1,080）円／満70
歳 以 上590（540）円／ 高 大 生980
（850）円／小中生480（360）円
※（ ）内は20名以上の団体料金
※障害者手帳・指定難病特定医療費
受給者証等をお持ちの方は無料
※9月15日
（土）
～21日
（金）
は満70歳

ピエール・オーギュスト・ルノワール
「レースの帽子の少女」1891年
ポーラ美術館蔵

トモアからのお知らせ
後期トモアカルチャースクール開
講のお知らせ

前 期も大 好 評 だ った「トモアカル
チャースクール」10月から後期がはじま
ります！各方面でスペシャリストとして
活躍する先生方を講師にお招きし、バラ
エティに富んだ講座をご提供します。そ
れぞれの講座の日時・内容・講師・参加
費など詳しくは案内チラシをご覧くださ
い。
場所▶地域交流センターともべ「トモ
ア」各施設

いばらっきーも来るよ！トモア大
運動会（仮）

「トモア大運動会」と称して、午前は、
うちむら こうへい
内村航平と肩を並べ、2010年世界選手
なかしま
権男子体操銀メダリストになった中島
たつき

立貴さんの講演会・いばらっきーの生
みの親ミウラナオコさんのワークショッ
プ・エリートキッズ＆シニアの体験会、
午後は水戸ホーリーホックの選手達と

