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●日時：８月７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（１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）

無料法律相談の
お知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：８月 13 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　☎０ ８ ０－８７１７－２２２６

行政書士
無料相談会の

お知らせ

●日時：７月 23 日（日）午前９時～午後２時
　　　　受付：午前８時 30 分～午後１時
●相談内容：調停一般および調停手続き
●場所 ：取手市福祉交流センター
　　　　（取手市役所構内）
●相談担当員：取手調停協会調停委員
●その他：秘密厳守、予約不要、相談に関す
　　　　　　  る資料などをお持ちください。

問  取手調停協会　
　  ☎０２９７－７２－０１５６
　 ※この番号は取手簡易裁判所に通じ
　 ますので、調停相談の問い合わせで 
　  ある事をお伝えください。

無料調停相談会の
お知らせ

　家族の中に精神障害の当事者を持つ
父母やきょうだいが集まって、毎月１
回「家族を支える会」を開催しています。

「支える会」は家族や親族だけが参加
出来る会で、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。時に
は専門家を講師に迎えて医療や福祉制
度についての勉強もします。事前の申
し込みは不要ですので、初めて参加さ
れる方も気軽にお立ち寄りください。
●日時：８月５日（土）
　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：稲敷市ふれあいセンター
　　　  （稲敷市伊佐津 3239- １）
●対象地区：利根町・龍ケ崎市・稲敷市・
　　　　 　   河内町・つくば市・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

龍ケ崎地方家族会
（ピア・かたつむり）

定例会のお知らせ

盲ろう者向け通訳介
助員派遣事業の

お知らせ

　茨城県立聴覚障害者福祉センターや
すらぎでは、耳と目に障がいを持ってい
る盲ろう者の方に対して、介助員派遣事
業を行っています。
　光と音が失われた状態で生活してい
る盲ろう者は、見えない聞こえないた
め安全な移動が困難だったり、周囲の
人とのコミュニケーションがとりにく
かったり、自ら情報を得るのが難し
かったりします。
　皆さまのご近所や、お知り合いにこ
のような方はいらっしゃいませんか？
現在お困りの方、ご相談いただければ、
通訳・介助の派遣利用ができる場合も
ありますのでご連絡・ご相談をお待ち
しています。

問  茨城県立聴覚障害者福祉センター
　   やすらぎ
　   ☎０２９－２４８－００２９
　  Fax ０２９－２４７－１３６９

　『介護者のつどい』は、介護者同士
が集まり、毎月第２水曜日に開催して
います。座談会や食事会等を通して情
報交換を行い、お互いの交流を図って
います。また、利根町社会福祉協議会
との共催で日帰り旅行や新年会などの
リフレッシュ企画もありますので気軽
にご参加ください。
　開催日、場所、内容など毎月の予定
は「広報とね」でお知らせします。
●日時：８月９日（水）正午～
●場所：とむとむ
●内容：昼食会
●申し込み：不要
●参加費：実費

問  利根町地域包括センター
　（役場福祉課内）

　  ☎６８－２２１１（内線３４８）

『介護者のつどい』
のご案内

⑴ 講座名： 第二種電気工事士受験対策（筆記）B
●日時：９月７日（木）、12 日（火）、14 日（木）、
　　　　19 日（火）、21 日（木）、26 日（火）
　　　　午後６時～９時
●内容：第二種電気工事士の筆記試験対策
●定員：15 名
⑵講座名：第一種電気工事士受験対策（筆記）
●日時：９月９日（土）、16 日（土）、23 日（土）
　　　　午前９時～午後４時
●内容：第一種電気工事士の筆記試験対策
●定員：15 名
●申込期間：７月 10 日（月）～
　　　　　　７月 31 日（月）期間内必着
●申込方法：土浦産業学院ホームページ

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、申込期間内

（必着）に学院へ郵送（一人
１枚）にてお申し込みくだ
さい。定員を超えた場合は、
抽選による選考となります。

●受講料：2,980 円
問 ・ 申  茨城県立土浦産業技術専門学院
　　　    ☎０２９－８４１－３５５１
                 HP  http://www.t-gakuin.ac.jp/
　　　　（〒 300-0849　
　　　　 土浦市中村西根番外 50）

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

お 知らせ
～ information ～

･･･ 問い合わせ先問

☎ ･･･ 電話番号

･･･ メールアドレス

･･･ 申し込み先申

～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、保健師等が関
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：８月 16 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～午後４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：７月 18 日（火）・８月 15 日（火）
　　　　午後２時～４時　
　　　  ８月２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

問 ・ 申  茨城県竜ケ崎保健所
                保健指導課
　　　　☎０ ２ ９ ７ － ６ ２ －２ ３ ６ ７ 

茨城県竜ケ崎保健所
からのお知らせ

　やさしい航空のはなし
　「パイロットのおはなし」
　航空機の運航において、重要な役割
を果たしているパイロットの講演会で
す。業務内容のみならずパイロットな
らではのさまざまな体験談などのお話
しが行われます。
●日時：７月 30 日（日）午後１時～
●場所：航空科学博物館 １階多目的ホール
●費用：入場料のみ
問  航空科学博物館
　（千葉県山武郡芝山町岩山１１１－３）
　  ☎０４７９－７８－０５５７

航空科学博物館
イベントのお知らせ

個人事業税は便利な口座振替で！
　口座振替をご利用になると、納期限
を忘れたり、わざわざ金融機関に納付
に行く必要がなくなりとても便利です。
　お申し込みは、県税事務所または預
金先の金融機関へお問い合わせいただ
くか、納税通知書に同封のハガキをご
利用ください。
問  茨城県土浦県税事務所　管理課
　  ☎０２９－８２２－７２０３

土浦県税事務所から
のお知らせ

　アクセサリー（ブローチ、ペンダント、
指輪、ネクタイピンなど）壁掛け、そ
の他好きな物を作ってみませんか。と
てもアットホームな雰囲気のクラブな
ので、楽しい時間を一緒に過ごしましょ
う。初心者の方、見学の方、いつでも
大歓迎！ご参加をお待ちしております。
●日時：第２・４木曜日　
　　　　午前 10 時～正午　　　　
　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：利根町公民館　２階会議室Ｂ
●会費：年会費　2,000 円
　　　　  月会費　3,000 円（ただし午前の
　　　　 方のみ、午後は福祉センター事
　　　　　業となりますので、１回 100 円）
●講師：荻野　紀子

問  平野 　☎６８－３３０６

荻野七宝焼クラブ
会員募集のお知らせ

●対象者：昭和 12 年３月 31 日以前の
生まれ（80 才以上）で、ご自分の歯を
20 本以上お持ちの方（治療されていて
も結構です。）※本コンクールで入賞歴
のある方の再応募はご遠慮願います。
●応募期間：６月１日（木）～
                          ７月 25 日（火）必着
●応募方法：官製はがきまたは FAX で、
　　　　　 郵便番号、住所、氏名　（ふ
　　　　　 りがな）、性別、生年月日、
　　　　　 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、お申し込みくだ
　　　　　  さい。

申  茨城県歯科医師会　８０２０事業係
　（〒 310-0911 水戸市見和２ 丁目 292
　  の１）　
　  ☎０２９－２５２－２５６１
　  FAX  ０２９－２５３－１０７５

８０２０高齢者よい歯
のコンクール出場者募
集のお知らせ

　学生を除く若年者や離職され求職中
の方を対象に、合同就職面接会を開催
いたします。複数の企業の人事担当者
と直接お会いできるチャンスですの
で、ぜひご参加ください。
●日時 ：７月 12 日（水）
　　　　午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：県水戸合同庁舎２階大会議室
　　　　（水戸市柵町 1-3-1）
●対象者：学生を除く若年者や離職中
　　　　　の求職者
●参加費：無料
●参加事業所：約 30 社
●その他：ご来場の際は、公共交通機
　　　　　 関をご利用ください。

問  県労働政策課　
      いばらき就職・生活総合支援センター 
　　☎０２９－２３３－１５７６

元気いばらき就職
面接会開催の

お知らせ


