
■　茨城県立土浦産業技術専門
学院在職者訓練の受講生募
集

▶講座名　ガス溶接技能講習
▶日時　７月５日（水）、６日（木）
（２日間）　

　午前９時～午後５時
▶場所　茨城県立土浦産業技術専門

学院
▶内容　労働安全衛生法に基づく技

能講習（修了者には修了証を交付）
▶定員　10 名
▶申込期間　５月８日（月）
　～ 29 日（月）　期間内必着
▶受講料　2,750 円
▶申し込み方法　土浦産業技術専門

学院ホームページからお申し込み
ください。（または、往復はがき
に①講座名②氏名③住所④電話番
号⑤年齢⑥職業（会社名）をご記
入の上、当学院まで郵送（一人１
枚）または、ホームページからお
申し込みください。定員を超えた
場合は、抽選による選考となりま
す。抽選結果をメール、または返
信はがきで通知いたします。
　当選者は受講決定通知を受け
取った後、本学院窓口で、受講料
を添えて申請をしていただきま
す。

問 茨城県立土浦産業技術専門学院
　 ☎ 029-841-3551

（〒 300-0849 土浦市中村西根番外
50）

■　植えてはいけない
　　「けし」の発見にご協力くだ
さい

「けし」の仲間は、春から色鮮や
かで美しい花を咲かせ、観賞用とし
て人気があります。

しかし「けし」の仲間には、法律
で栽培が禁止されているものがあり
ます。葉の特徴として、茎を抱き込
むようについています。

植えてはいけない「けし」を発見
した場合は、竜ケ崎保健所までご連
絡ください。

連絡先　茨城県竜ケ崎保健所衛生課
☎ 0297-62-2163

■　利根混声合唱団
　　団員募集のお知らせ

昨年９月から新しい先生をつくば
よりお迎えし、懐かしのメロディー
から合唱曲、クラシック曲まで楽し
く歌っています。

合唱未経験の方も、お気軽に見学
にいらしてください。皆さまのご参
加をお待ちしております。

▶練習日　毎週金曜日
　午後１時～３時半
▶場所　利根町公民館　１階講座室
▶会費　3,000 ／月
問 佐藤 ☎ 68-8307　
　 山崎 ☎ 68-8660

■　平成 29 年度親と子の
　　よい歯のコンクール募集

▶対象　健康な歯をお持ちの満３歳
から６歳（平成 23 年４月２日か
ら平成 26 年４月１日までの間に
生まれた未就学の幼児）のお子さ
んと母親または父親

※本コンクールで入賞歴がある方の
再応募は、ご遠慮ねがいます。

　　なお、茨城県歯科医師会では ｢
脱タバコ宣言｣ を行い、タバコ対
策を積極的に推進しておりますの
で、喫煙習慣のある親は対象外と

します。
▶応募方法　親子の氏名（ふりが

な）、生年月日、郵便番号、住所、
電話番号、かかりつけ歯科医院、
または最寄りの歯科医院、歯科医
院の電話番号を記入し、はがきか
FAX で茨城県歯科医師会 8020 事
業 係（〒 310-0911 水戸市見和２
-292-１、 ☎ 029-252-2561、FAX 
029-253-1075）までお申し込み
ください。申し込まれた方には、
口腔査票を送付しますので、歯科
医院（歯科医師会会員の歯科医院）
で口腔診査を受けてください。

※歯科医院の診査の際、親子の顔写
真（前歯が見えている笑顔の写真）
をお持ちください。
▶募集期間　６月 30 日（金）まで（必

着）
▶入賞者　最優秀、優秀合わせて

10 組以内とします。
▶表彰　11 月 19 日（日）茨城県歯

科医師会にて開催する「第 26 回
茨城県民歯科保健大会」の席上で
表彰します。
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健康太極拳
　　会員募集

太極拳を一緒に楽しみませんか！
年齢に関係なく誰でも今から始め

られます。見学はいつでも歓迎いた
します。
太極拳同好会
▶練習日　毎週火曜日
　午後１時 30 分～３時 30 分
▶場所　利根町公民館
▶会費　1,500 円
▶講師　向村ひろみ先生
問 広田 ☎ 68-2674
太極利根の会
▶練習日　土曜日（月３回）
　午前 10 時～正午
▶場所　利根町公民館
▶会費　1,500 円
▶講師　向村ひろみ先生
問 遠藤 ☎ 68-6589

■　無料法律相談のお知らせ

▶日時　6 月 5 日（月）
　午前 9 時～午後 1 時
▶相談内容
　借金問題、離婚、相続・贈与の問

題、土地（借地）・建物のトラブル、
境界争い、夫婦・親子など家庭内
の問題、近隣とのトラブル、セク
ハラ、ＤＶ問題、交通事故などで
お困りの方の相談
▶相談受付件数
　12 件まで（一人 20 分程度）
▶相談員　町で委託の弁護士
▶申し込み方法　
　　相談日前日までの電話予約とし

ます。
　　ただし、当日空きがある場合は、

当日でも受け付けいたします。
問 役場福祉課 社会福祉係
　 ☎ 68-2211（内線 335）

■　行政書士無料相談会

事前予約は不要です。
▶日時　6 月 11 日（日）　
　午後１時～３時
▶場所　
　龍ケ崎市市街地活力センター
　「まいん」２階
▶相談内容　
　相続、遺言、農地転用、入国管理

各種許可申請手続他
▶相談員
　龍ケ崎市・利根町・河内町在住の

行政書士数名
問   土井 ☎ 080-8717-2226

■　多重債務・詐欺的な
　　投資勧誘相談のお知らせ

財務省関東財務局水戸財務事務所
では、無料相談窓口を設置しており
ます。一人で悩まないで、迷わずご
相談ください。
▶相談窓口　財務省関東財務局　水

戸財務事務所
・詐欺的な投資勧誘相談（未公開株、

社債、ファンド）
・電子マネー詐欺相談（架空請求、

サクラサイト）
☎ 029-221-3195
午前８時 30 分～正午、
午後１時～ 5 時

（土・日曜日、祝日を除く）
・多重債務相談（借金クレジット

カード・各種ローンの悩み相談）
☎ 029-221-3190
午前８時 30 分～正午、午後１時～

４時 30 分（土・日曜日、祝日を
除く）

■　歯のなんでも電話相談
　　のお知らせ

ふだん歯医者さんに聞けないこと
などを茨城県保険医協会の歯科医師
がご相談に応じます。匿名でも結構
です。
▶日時　6 月４日（日）
　午後 1 時～ 4 時
受付電話番号☎ 029-823-7930
▶主催　一般社団法人　茨城県保険

医協会

■　茨城県竜ケ崎保健所から
　　お知らせ

〇ひきこもり専門相談と家族ミー
ティングのお知らせ
ひきこもり状態にある方を抱える

家族等を対象に、心理士、保健師等
がかかわり方の助言を行います。

また、家族同士の交流、ならびに
家族がどのように本人に関わってい
くか考える、話し合いの場として家
族グループミーティングを行ってい
ます。
いずれも秘密は厳守されます。
※完全予約制
▶日時　5 月 17 日（水）
・家族グループミーティング

午前 10 時～正午　
・専門相談　午後１時～

いずれも必ず事前に予約が必要で
す。
▶場所　茨城県竜ケ崎保健所
▶相談員　心理士および保健師（家

族グループミーティングにも参加
します）

▶費用　無料

精神保健相談のお知らせ
▶日時　

５月 16 日（火）午後２時～４時、
６月７日（水）午後３時～５時

▶場所　茨城県竜ケ崎保健所　
　１階相談室
▶対象者　精神症状のある患者の家

族、本人
▶相談員　医師および保健師
申・問 茨城県竜ケ崎保健所保健指

導課 ☎ 0297-62-2367
　（龍ケ崎市 2983-1）

■　龍ケ崎地方家族会（ピア・
かたつむり）定例会のお知
らせ

ピア・かたつむりでは、精神障害
の当事者を持つ保護者やきょうだい
が集まり、毎月第１土曜日に「家族
を支える会」を開催しています。こ
の会は、家族や親族だけが参加でき
る会で、専門家を講師に迎え、病気
や福祉制度についての勉強のほか、
安心して悩みを話し合い、多くの参
考意見が聞ける場です。ご参加お待
ちしております。事前申し込み不要、　
開催日、場所については「広報とね」
で随時お知らせします。
▶日時　 
　５月 13 日（土）、６月３日（土）　

午後１時 30 分～３時 30 分
▶場所　龍ケ崎市民活動センター
（龍ケ崎市馴馬町 2445）
▶対象地区　利根町・龍ケ崎市・稲

敷市・河内町・その他
▶主催　龍ケ崎地方家族会（ピア・

かたつむり）
問 龍ケ崎地方家族会会長
　 長瀬 ☎ 090-5425-2236
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