午
 前9時30分～午後5時（最終日午
後4時閉廊）
【作家在廊日】
4
 月19日
（金）
、20日
（土）
、21日
（日）
、
24 日
（水）
、27日
（土）
、28日
（日 ）
、
29日
（月）

場所▶笠間の家 ギャラリー

里中コレクション展V

日時▶4月2日
（火）
～11日
（木）
場所▶笠間の家ギャラリー

佐藤 しづ 展示会

陶芸家佐藤 しづによる作品の展示会。
※会期中、料理体験会を予定
日時▶4月12日
（金）
～14日
（日）
午前9時30分～午後5時
場所▶笠間の家ギャラリー
申・問

笠間の家（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 1月31日）

【廃棄物の受入】
環境保全事業団から、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）および処分状況について、監視項目に係る資料の説明を受け、
施設が適正に管理運営されていることを確認した。
①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、適合したものを受入れている。
②直接埋立廃棄物が金属等を含む場合は、国の定めた環境基準より厳しい基準
値（10分の1程度）を独自に採用している。
③溶融処理施設定期補修点検の実施について、搬入制限等の説明を受けた。
④廃棄物受入の際は、台貫での検査を行うほか、適宜、
荷下ろし時に廃棄物の確認を行っている。
【質疑】
委員から搬入車両の安
全対策について質問があ
り、新規契約時に安全管
理講習会を実施し、徹底
しているとの回答があり
ました。
【次回の監視活動】
施設の維持管理につい
て実施。

アーチカルバート
（浸出水導水路）の監視状況

アーチカルバート
（浸出水導水路）

国民健康保険・後期高齢者医療保険

「人間ドック・脳ドック費用」を補助します
対

象

者

1．平成31年4月1日現在40歳以上で受診日に74歳以下の笠間市国民健康保険の被保険者
（国民健康保険税を完納している世帯の方に限ります）
2．受診日に、後期高齢者医療保険制度の被保険者で保険料を完納している方

受 付 期 間

4月5日（金）～19日（金）※土日は除く

受 付 時 間

午前8時30分～午後5時15分（ただし、窓口延長日は午後7時30分まで）
※窓口延長日…岩間支所：火曜日／本所：水曜日／笠間支所：木曜日

申し込み方法

応募用紙に必要事項を記入のうえ、提出してください。
※応募用紙は、本所保険年金課・各支所市民窓口課の窓口にあります。

【注意事項】・脳ドックの申し込みは、平成29年度・30年度に市の補助を受けた方は応募できません。
・応募者が定員を超えた場合は、後日抽選にて当選者を決定します。
※詳細は、3月下旬発行の広報かさま「お知らせ版」でお知らせします。
【問い合わせ】保険年金課
		

国民健康保険について（内線139）
後期高齢者医療保険について（内線141）

他社と比べて下さい

見積もり無料
畳替えは
平成最後のいかがですか。

畳表替え

4月末
まで

平成31年
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申

笠間市からのお知らせ
平成31年度県民交通災害共済の
加入者を募集しています

県民交通災害共済は、交通事故によ
り怪我をした場合に、治療実日数に応
じた見舞金を給付する制度です。笠間
市内に住民登録をしている方であれば、
どなたでも加入できます。
年会費▶大人900円、
中学生以下500円
共済期間▶4月1日
（月）
～平成32年3月
31日
（火）
※
 4月1日以降に加入された場合は、
受け付け日の翌日から共済期間とな
ります
対象事故▶国内の道路上において、自
動車・バイク・自転車などの運行に
伴う衝突、転落などの事故により人
が死傷した場合
申し込み方法▶窓口で直接お申し込み
ください。
申・問

市民活動課（内線135）
・笠間支
所地域課（ 72114）
・岩間支所地域課
（73114）

市税の納税通知書が変わります

平成31年度の固定資産税、市県民税、
軽自動車税の納税通知書の様式が電算
会社の切り替えに伴い変更となります。
（固定資産税・市県民税；横長へ変更）
平成31年度の納税通知書発送予定▶
【税務課所管分】
・固定資産税 4月10日
・市県民税
6月 6日
・軽自動車税 4月26日
問

税務課（内線110）

あたごからのお知らせ
～体幹とインナーマッスルの強化～
「マットピラティス教室」

「ピラティス」はリハビリに基づいて
作られたエクセサイズで脊柱（背骨）や
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…申し込み

問

…問い合わせ

骨盤の動きに焦点をおき、独自の呼吸
法と組み合わせながら行います。
日時▶4月12日
（金）
・26日
（金）
5月10日
（金）
・24日
（金）
午後8時30分～午後9時30分
場所▶地域交流センターいわま「あた
ご」健康ふれあいルーム
内容▶体幹とインナーマッスルの強化、
柔軟性や筋持久力の向上等、体全体
を整えます。
うえの
み か
講師▶上野 美華
対象▶どなたでも
定員▶10名（先着順／応募者多数の場
合は抽選）
参加費▶1,500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

トモアからのお知らせ
駅前シネマ

毎週木曜日は「映画の日」さまざまな
ジャンルの映画を週替わりでお届けし
ます。
日時▶
4月4日
（木）
「ザ・テノール 真実の物語」
4月11日
（木）
「ソニータ」
4月18日
（木）
「もうひとりの息子」
4月25日
（木）
「それでも僕は帰る～シリア 若者
たちが求め続けたふるさと～」
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。

ゆうゆう映画塾会員100円割引。

気軽にクラシック
バイオリン＆ハープコンサート
「春のデュオコンサート」

桜舞う春の日、2つの弦楽器の音色と
2人のトークをお楽しみください。
日時▶4月6日（土）
開演 午後2時30分（開場 午後2時）
場所▶トモア マルチホール
じん の り こ
出演▶バイオリン…神 典子／歌＆ハー
はやかわ ち ひ ろ
プ…早川 千丈
参加 費▶前売り券…大人1,500円・当
日券1,700円／小人
（小～中学生）…
前売り・当日券ともに800円
※未就学児入場可能

ト モ ア ス プ リン グ タン ゴ コン
サ ー ト「 Tango Symposion
Concert in Kasama」

ヴォーカルにアルゼンチンからイ
レーネ・フェラーリを迎え、日本各地
から集結したビックバンドでお届けし
ます。
日時▶4月7日（日）
開演午後3時（開場 午後2時30分）
場所▶トモア マルチホール
参加 費▶前売り券…一般1,500円・中
学 生 以 下500円 ／ 当 日 券 … 一 般
2,000円・中学生以下700円
※乳幼児入場無料
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
こばやし

よ ふ く

第2回 小林 葉馥
KOBAYASHI YOFUKU
書作展

日時▶4月19日
（金）
～29日
（月・祝）
※22日
（月）
休廊

