ネットワーク
情報 INFORMATION

※掲載している情報は、状況に応じて中止または変更になる場合
があります。開催の場合でも感染症対策を行った上で実施します。

６月の入札結果

130 万円以上の工事の入札結果を掲載しています（単位：万円）
問 本 契約検査課 ℡ 23-7286

事業名〔履行場所〕

予定価格

落札金額

請負業者

Ｒ３単・市道Ａ 4044 号線

排水整備工事〔東大橋〕

242

Ｒ３単・市道Ｂ 1481 号線

道路舗装工事〔根小屋〕

1,374

1,201 （株）長谷川工務店

Ｒ３単・市道Ｂ 7550 号線

道路舗装工事〔下林〕

1,050

915 （株）紺野工務店

Ｒ３単・市道Ａ 0113 号線

道路舗装工事（２工区）〔東大橋〕

942

824 （有）福田工務店

858

750 （株）進貢

833

722 白田組土木（株）

222

196 （有）左近電気

591

529 （株）坂本水工

193

173.7 三栄工業（株）

Ｒ２繰単・市道Ａ 0120 号線
Ｒ３単・市道Ａ 0113 号線

道路舗装工事（１工区）〔東大橋〕

Ｒ３交安・市道Ｂ 7557 号線
令和３年度

道路舗装工事〔三村〕

道路照明設置工事〔柿岡〕

103 会議室・ホワイエ空調機修繕（八郷総合支所）
〔柿岡 5680 番地 1〕

Ｒ３東小学校児童クラブ エアコン設置工事〔旭台一丁目 11 番 3 号〕

イベント・催し

日日

22

32

回八郷硯友会書展

日火～

17

第

日時／８月

します。

開催期間／７月

29

24

日土～８月

日日（月曜休館）

※８月９日（月・振休）は開

10

日火休館

30

館、翌

30

開館時間／ 午前９時 分～午後

５時
（入場は午後４時 分まで）

入館料／

歳以上／５５０ ５(００ 円)

70

一般／１１００（１０００）円

満

高大生／８７０（７３０）円

人以上の団体

20

小中生／４９０（３７０）円

※かっこ内は

料金

※障害者手帳・指定難病特定

医療費受給者証などを持

参の人は無料

ＷＥＢ予約がおすすめ

▼オンラインで「日時指定Ｗ

22

午前９時～午後４時

（最終日は午後３時まで）

ＥＢ整理券」
（無料）を取

得した人が優

先入場となり

ます▼

問県近代美術館

℡０２９・２４３・５１１１

表彰式／８月 日日午後２時～

「郷の風」

・３０３９（助川）

場所／八郷総合支所１階

問℡

県近代美術館企画展
「いわさきちひろ展」

▼生涯にわたって子どもを描

き続けた画家いわさきち

ひろ。絵本やカレンダーな

どの原画約１２０点によ

り、その作品世界をご紹介

▲赤い帽子の男の子
1971 年 ちひろ美術館蔵

42

210 （株）宮本工務店

広告掲載欄
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くらし・手続き

みんなで知ろう！広めよう！

石岡セレクト認証品
問商工課

▲石岡セレクト認証品
についてはこちら

℡ 23-5501

募

株式会社小倉味噌店

高浜で大正７年に創業し、昔ながら

集

の手作業でみそを製造・販売する株式
会社小倉味噌店。国産の原料を使用し
た風味豊かな味わい深いみそは、おみ

講座・教室

そ汁はもちろん、様々な料理をより一
層おいしく引き立てます。

また、みその新たな魅力を引き出す

商品として開発された「みそベビーカ

▲茨城県産の米と国産の大豆
と塩を使用した、3 種類のみ
そ詰め合わせセットもおす
すめ。みそや糀
▲小倉崇稔さんは、みそベビーカ
な ど の 商 品 は、
ステラを通して「幅広い世代
ネットショップ
がみそに親しみと関心を持っ 「BASE」からも
てもらえたら」と話します。
購入できます▶

ステラ」は、ふわふわな食感や、甘さ
とほのかに香るみその後味が合わさり
相

若い世代にも人気。100 年以上続く

たかとし

＼㈱小倉味噌店のセレクト認証品はこちら／
今月号の読者プレゼント

老舗の味と技術が込められています。

【店舗概要】

談

株式会社小倉味噌店
住所：高浜 831

電話：26-3223

お し ら せ

時間：午前８時 30 分～午後 7 時
定休日：第１・３水曜日

インスタグラム：oguramisoten

大名味噌・最上味噌
・こがねみそ

みそベビーカステラ

店舗などで購入できま
す。

まち蔵藍、観光案内所
などで購入できます。

健

まちかど情報センターニュース
●第サン・ド曜日の市「サンド市」

●中高生の

まちかど情報センター周辺に、趣味の手作

学習スペース

り品などが並ぶフリーマーケットです。

康

として解放

日時：８月 21 日土（毎月第３土曜日）

夏休みの学習

イベント・催し

に集中したい時

などに、気軽に利用できるスペースとして開

●８月のコミュニティ

※会議やギャラリーの開催などで利用スペー

日時：毎週水曜日

午後 1 時～ 1 時 50 分

日時：８月４日水

午前 10 時～

放します。

スを縮小する場合があります。

●パソコン教室「仲間とワハハで脳活ＯＫ」

みんなで楽しみながらパソコンを学びま

しょう。初めての人も大歓迎！
日時：８月２・16 日月
①午前 10 時～正午
③午後 3 時～ 5 時

②午後 1 時～ 3 時

資料代：500 円
21

午前 11 時～午後３時まで
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①オンラインで健康相談

②まちかどバザール（毎月第１水曜日）

問まちかど情報センター（木曜休館）
住所：国府 3-1-16
電話：27-5171
開館時間：

午前 10 時～午後６時

