トモアからのお知らせ
トモア寄席
〜秋深し、充実の落語と色物〜
にしょうてい
ぺい
そめや

出演者▶落語…二松亭ちゃん平・染家さ
まんようていこたろう
みさきやおうのすけ
くら・万葉亭小太郎・三崎家桜の輔・
かさいてい
なが
火災亭しける／ギター漫談…流しの
てっちゃん
日時▶11月4日（日）午後1時30分開演
（開場午後1時・出入り自由）
場所▶トモア マルチホール
費用▶500円

駅前シネマ

毎週木曜日は「映画の日」11月は日本
無声映画と活弁をお届けします！
日時▶
11月1日㈭「御誂治郎吉格子」
（活動弁
さ さ き あ き こ
士：佐々木亜希子）
11月8日㈭「鞍馬天狗」前後篇（活動弁
士：佐々木亜希子）
11月15日㈭「実録忠臣蔵」
（活動弁士：
ひ ら が げんだい
平 賀源 大）
・
「江戸怪賊伝 影法師」
（活動弁士：佐々木亜希子）
11月22日㈭「艶姿影法師」
（活動弁士：
佐々木亜希子）

11月29日㈭「番場の忠太郎 瞼の母」
（活動弁士：佐々木亜希子の実演（午
後1時と午後4時からの上映は実演・
午前10時と午後7時からの上映は録
音）
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。
場所▶トモア マルチホール

激辛ヒーハーまつり in トモア

10月も開催決定！今回のテーマは「き
のこ」です。
日時▶10月22日（月）〜27日（土）
午後5時〜9時
場所▶トモア まちのひろば
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
県産紅茶を楽しむ会
よしだ ま ほ

吉田真穂先生の、数種類の紅茶の淹
れ方を学び、お菓子とともに味わえる

講座です。今回は、クリスマス感をたっ
ぷり感じられる内容です
日時▶11月16日
（金）
午前11時～午後1時
料金▶3,800円（税込み）
申・問

笠間の家（笠間市下市毛79-9）
TEL 0296-73-5521

あたごからのお知らせ
女性のためのヨガ講座

もっと知りたい女性のカラダとココ
ロ。より健やかに、より美しく生きるた
めにできることを学びます。
日時▶毎回午前10時～正午
11月10日㈯骨盤編
12月8日㈯女性ホルモン・月経周期編
1月19日㈯更年期・自律神経 編
内容▶お話（座学）
・ヨガ（カラダを動
かします）
持ち物▶ヨガマット・動きやすい服装・
筆記用具
参加費▶3,000円/1回
申・問

地域交流センターいわま「あた
ご」
（下郷4438番地7）
TEL 0299-57-3357

友部駅北口駐車場の割引について
茨城県道路公社では、駅利用者の利便性
を向上させるため、友部駅北口駐車場を運
営しています。現在、新規契約者について、
お得な月極料金割引をしていますので、ぜ
ひご利用ください。

駐車場案内図

月額5,200円のところ5,000円
（先着順・平成31年3月まで）

【問い合わせ】 茨城県道路公社 TEL 029-301-1131
ホームページ▶http://www.i-road.or.jp

10月の納税等 納期限：10月31日（水）
市
県
民
税 （3期分）
国 民 健 康 保 険 税 （5期分）
後期高齢者医療保険料 （4期分）
介 護 保 険 料 （4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

国からのお知らせ

水戸税務署よりお知らせ

パスポートダウンロード申請書
の受け付けが始まりました

税を考える週間

ダウンロード申請書とは、パスポー
ト申請窓口で申請書を記入する時間が
なく、あらかじめ自宅で記入したい方
などのために、インターネット上でダウ
ンロードできる申請書のことです。
ご自宅のパソコン等から、画面案内
に従い、必要事項を入力して作成した
申請書を、PDF形式でダウンロードす
ることができます。
ダウンロードしたPDF形式の申請書
をプリンターで印刷し、さらに署名等
必要事項を手書きで記載の上、パスポー
ト申請窓口で他の必要書類と共に提出
することにより、申請手続きが行えま
す。
運用開始▶10月1日（月）
注意▶
・ダウンロード申請書は、インターネッ
ト上でパスポート申請を行えるように
するものではありません。
・手 続きのしかた、交付日数、手数料
等は、手書き用申請書で申請した場
合と同じです。
・10月1日以降は、ダウンロード申請書
と手書き用申請書のどちらでも使用
できます。
・パスポート申請窓口は、
「笠間市役所
本所 市民課」です。
連絡 先・リンク▶詳しくは外務省ホー
ムページ「パスポートダウンロード申
請書」をご覧ください。
h
 t tps:/ / w w w.mofa.go. jp/mofa j/
toko/passport/download/top.htm

問

…問い合わせ

国税庁では、国民の皆さんに租税の
意義や役割、税務行政に対する知識と
理解を深めていただくため、1年を通じ
て租税に関する啓発活動を行っていま
すが、毎年11月11日から17日を「税を
考える週間」として、集中的にさまざま
な広報施策を実施しています。
「税を考える週間」の実施に合わせて、
国税庁ホームページ内に「くらしを支え
る税」をテーマとした特設ページを設
け、国税庁の各種取り組について紹介
しているほか、ツイッターによる情報
発信も行っています。
詳しくは、
国税庁ホームページ
（http://
www.nta.go.jp）をご覧ください。
問

水戸税務署 TEL 029-231-4214

笠間市からのお知らせ
10月は土地月間です
～土地取引の後には届出を～

国や地方公共団体等では、毎年10月
を「土地月間」と定め、土地に関するさ
まざまな普及啓発活動を行っています。
市内の5,000㎡以上の土地について売
買等の取引をした際は、権利取得者（譲
受人）は、契約締結の日から2週間以内
に笠間市に届出を行う必要があります。
届出についての詳しい内容は、笠間市
企画政策課までお問い合わせください。
問

企画政策課（内線555）

茨城県陶芸美術館からの
お知らせ
企画展「欲しいがみつかる・うつ
わ展 －笠間と益子－」

現代の笠間と益子の作家がつくるや
きものは、釉薬を使った昔ながらのス
タイルのものではなく、作家によって土
や釉薬など使用する素材、成形や施釉
の手段にも違いがあり、そのスタイル
は実にさまざまです。
本展では、62名の作家の個性や現代
の感覚が取り入れられた新しいスタイ
ルのうつわを紹介します。
「使ってみた
い」
「飾ってみたい」など、欲しいうつ
わがみつかる展覧会です。
期間▶12月9日（日）まで
開館時間▶午前9時30分～午後5時
（入
館は午後4時30分まで）※月曜休館。
ただし、祝日の場合は翌日休館（11
月5日
（月）
は開館）
入館料▶一般720円、高齢者（満70歳
以上）360円、高大生510円、小中
生260円

茨城県陶芸美術館
TEL 0296-70-0011
問

はしぐち のぶひろ

◀橋口 暢弘
「鉢」2018年

いしかわ わかひこ

石川 若彦▶
「ティーセット」
2018年

エコフロンティアかさま監視委員会活動報告（実施日 8月30日）
【廃棄物の受入】
環境保全事業団より、廃棄物の受入（溶融処理対象物・直接埋立廃棄物・含有金属等の判定）に係る資料の提出を求め、その
資料に基づき処分状況の報告を受けた。
① 受入対象廃棄物における処分方法（溶融・破砕、埋立）について説明後、廃棄物の種類および内容について詳細説明を受けた。
② 受入対象廃棄物の種類は、溶融処理対象物および直接埋立廃棄物があり、受入基準に基づき受入れている。
③ 受入基準については、共通事項として、溶融処理対象物・直接埋立廃棄物ともに処理に危険性があるものを受入禁止にし
ている。また、廃棄物の長さ・大きさ等についても規制している。
④ 直接埋立廃棄物が金属等を含む場合は、国で定めた基準の1/10を独自基準として採用し、安全な廃棄物処理を実施してい
る。基準値を超えたものについては、受入れを断っている。
【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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