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　事前申し込みは不要です。
電話による相談
●日時：10 月５日（木）、12 日（木）

19 日（木）、26 日（木）
午後１時～５時

面談による相談
●日時：10 月 28 日（土）　

午前 10 時～午後４時
●場所：利根町生涯学習センター
●内容：遺言・相続・各種許認可など

の行政手続き相談、暮らしと
役所の諸手続きに関する相
談。

問  茨城県行政書士会事務局
県南支部
☎０２９７－６３－３３０３
相談専用ダイヤル
☎０２９―３０５－３７３１

茨城県行政書士会
無料相談会
のお知らせ

～慢性疾患の治療を
受けながら働きたい方へ～

面談による相談
●日時：毎週水曜日

（祝祭日、年末年始を除く）
午後１時～４時

●場所：茨城産業保健総合
支援センター

（水戸市南町３丁目４番 10 号 
水戸 FF センタービル８階）

電話による相談
●受付時間：毎週月曜日～金曜日

（祝祭日、年末年始を除
く）
午前８時 30 分～
午後５時 15 分

●その他：メールによる相談も 24 時
間受け付けております。

問 ・ 申  茨城産業保健総合
支援センター
☎０２９－３００－１２２１

mito@ibarakis.johas.go.jp

～土地取引の後には届け出を！～
　10 月は、土地に関するさまざまな
普及啓発活動を行う「土地月間」です。
　一定面積以上の土地取引を行った場
合、国土利用計画法に基づき、権利取
得者（譲受人）は、利根町都市建設課
に届け出を行う必要があります。
●届け出の必要な面積

・市街化区域
　2,000㎡以上
・市街化区域以外の都市計画区域
　5,000㎡以上
・都市計画区域以外の区域
　１万㎡以上
●届け出の必要な取引

売買、交換、共有物持分の譲渡、一
時金を伴う地上権、賃借権の譲渡ま
たは設定など
●届け出期限
　契約締結日から２週間以内
●その他：詳細は下記、問い合わせ先

までご連絡ください。

問  役場都市建設課　都市計画係
☎６８－２２１１（内線２８２）

１０月は
「土地月間」です

茨城県産業保健
総合支援センター
からのお知らせ

　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：11 月４日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：利根町布川地区

コミュニティセンター
（利根町大字布川 2958-1）

●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

　『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：11 月８日（水）

午後１時 30 分～
●場所：利根町保健福祉センター
●内容：懇談会
●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）

～俳句で脳をいきいきと～
　四季の移ろいや、生活の中でのひと
コマを俳句にしてみませんか。皆さま
で俳句を楽しむために、町の公共施設
に投句箱を設置してあります。
　優秀句は、広報で披露されますので
皆さま、ぜひ投句をして俳句の魅力を
広めましょう！

問  事務局　二見
☎０８０－３０８６－７６１１

『介護者のつどい』
のご案内

利根町歴史探訪の会
俳句募集および投句
箱設置のお知らせ

　10 月から、企画財政課が分割され、
「企画課」と「財政課」になりました。

問  役場総務課　人事給与係
☎６８－２２１１（内線５０４）

利根町行政組織
変更のお知らせ 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：11 月 15 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：11 月１日（水）

午後３時～５時
11 月 21 日（火）
午後２時～４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
☎０２９７－６２－２３６７

茨城県竜ケ崎保健所
からのお知らせ

　児童生徒の学習の様子やその成果を
ぜひご覧ください。
～学校公開～
●日時：① 11 月２日（木）

午前９時 40 分～正午
② 11 月 30 日（木）
午前９時 40 分～
午後０時 30 分

～美よう祭～
●日時：11 月 18 日（土）

午前９時 45 分～
●場所：茨城県立美浦特別支援学校

各教室および体育館
●その他：詳しくは、茨城県立美浦特

別支援学校ホームページを
ご覧いただくか、問い合わ
せ先までご連絡ください。

問  茨城県立美浦特別支援学校
☎０２９－８８５－４１６６

学校公開および第19
回美よう祭（文化祭）
開催のお知らせ

●日時：11 月６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：11 月 12 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

行政書士
無料相談会の
お知らせ

　事前予約制となります。
●日時：10 月 19 日（木）

11 月 15 日（水）　
午後５時～７時

●場所：労働委員会事務局（県庁 23 階）
●その他：電話相談にも応じます。
問  県労働委員会事務局

☎０２９－３０１－５５６３

個別的労使紛争の
あっせんに係る無料
労働相談会のお知らせ

　事前申し込みは不要です。
●日時：10 月 29 日（日）

午前 10 時～午後３時
●場所：取手市役所　議会棟

執行部控室
●内容：金銭、土地や建物、交通事故、

近隣関係、夫婦・親子・扶養、
相続・遺産分割などに関する
相談。

問  裁判所　龍ケ崎支部
☎０２９７－６２－０１００

無料調停相談会
のお知らせ

　関東財務局水戸財務事務所では、財
務省の総合出先機関として、地域の皆
さまからの相談を、無料で受け付けて
おります。
●内容：①投資勧誘・

電子マネー詐欺相談
②多重債務相談

●日時：月～金曜日（祝祭日は除く）
午前８時 30 分～正午、
① 午後１時～５時
② 午後１時～４時 30 分

問  ①に関してのお問い合わせ
☎０２９－２２１－３１９５
②に関してのお問い合わせ
☎０２９－２２１－３１９０

多重債務相談窓口
についてのお知らせ


