
～平成 29・30 年度稲敷地方広域市町
村圏事務組合競争入札参加資格審査追
加申請の受付について～
　稲敷地方広域市町村圏事務組合で
は、５月１日から平成 31 年４月 30
日までに発注する建設工事、測量・建
設コンサルタント等業務、物品購入お
よび役務提供などの競争入札参加資格
審査申請の受け付けを行います。入札
参加希望者は、必ず資格審査を受けて
ください。
　なお、詳細については、当組合ホー
ムページをご覧ください。
問  稲敷地方広域市町村圏事務組合

事務局管理課
☎０２９７－６４－３７４１
HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

稲敷地方広域市町村
圏事務組合からの

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：２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・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

～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：２月 21 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：２月７日（水）

午後３時～５時
２月 20 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

　平成 30 年度の定期利用受付を開始
します。ご希望の方は、次の要領で申
請してください。
●利用対象：住居や通勤先が布佐駅か

ら 500 ｍを超える通勤・
通学者など

●受付期間：１月 16 日（火）
～２月 12 日（月）

●利用期間：４月１日（日）～
平成 31 年３月 31 日（日）

●募集台数：自転車：600 台
原動機付自転車

（125㏄以下）：50 台
●使用料金：自転車　3,720 円／年

原動機付自転車
7,320 円／年

●申請方法：申請書（自転車駐車場管
理棟に用意）に必要事項
を記入し、管理棟のポス
トに投函してください。

（免除申請をされる方は、
別途申請書（押印欄あり）
と各種証明書類が必要と
なりますので、管理人に
お声掛けください。）
※申請は１人１台に限り
ます。

●使用料の納付：３月上旬に郵送する
納付書に記載の金融
機関で、使用料を納
付してください。定
期シールの発行の際
に領収書が必要とな
りますので、大切に
保管してください。

●交付について：領収書を管理棟に持
参し、定期シールの
交付を受けてくださ
い。

●交付日時：３月 25 日（日）～ 31
日（土）（午前６時 30 分
～午後６時 30 分）、４月
１日以降は、月曜日～土
曜日（午前６時 30 分～
午前９時 30 分）

●一時使用：一時使用される方は、券
売機で駐車券を購入して
ください。
一時使用料自転車
100 円／日
原動機付自転車
200 円／日

問  公益社団法人
我孫子市シルバー人材センター

　☎０４－７１９３－８０９１
月曜日～金曜日

（午前８時 30 分～午後５時）

布佐駅東口自転車
駐車場の定期利用

受付のお知らせ

●日時：２月４日（日）
午後１時～

（受け付け時間　正午～）
※約 400 名の入場を予定し
ております。定員になり次第、
入場ができない場合がありま
すので、ご留意願います。

●場所：利根町公民館 ( 多目的ホール )
●参加費：無料
●内容：第１部　『災害から身を守る

  ―水害への備えと心構え―』
 講師　国立研究開発法人　
防災科学技術研究所
上
か み め ら

米良　秀
ひ で ゆ き

行　氏
第２部 『常総市　鬼怒川水害
を振り返って』

 講師　常総市根新田町内会
自治区長　鈴木孝八郎 氏
講師　常総市役所　市長公室
防災危機管理課職員

●その他：主催　利根町区長会　
後援　利根町

多数のご参加をお待ちしております！
問  役場総務課（利根町区長会事務局）

☎６８－２２１１（内線５０３）

防災講演会開催の
お知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：２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

行政書士
無料相談会の

お知らせ

●日時：２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、 Ｄ Ｖ 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

　家族介護者の集い事業として、介護
者リフレッシュ日帰り交流会を開催い
たします。
　介護者などの心身の負担軽減を図る
ために下記により開催いたしますので
お知らせいたします。
●日時：２月 21 日（水）午前９時　

利根町保健福祉センター　出発
●行き先：水戸および大洗方面
●申し込み締切日：２月６日（火）
●その他：詳しくは、申し込み締め切

り後にご連絡いたします。

問  ・ 申  利根町地域包括センター
☎６８－２２１１

（内線３４８）

介護者リフレッシュ
日帰り交流会の

お知らせ

　家族介護者の集い事業として、介護
知識ならびに介護方法の習得のための
講習会を開催いたします。
●日時：２月 22 日（木）

午後１時 30 分～３時
●場所：利根町保健福祉センター

いきいきルーム
●対象者：高齢者を自宅などで介護し

ている家族介護者
●募集人数：20 名（申し込み順に受

け付けし、定員になり次
第締め切ります。）

●申し込み締切日：１月 25 日（木）
お電話にて住所、
氏名、電話番号を
お 知 ら せ く だ さ
い。

●その他：申し込みの後に、自宅など
で高齢者を介護するうえで
知りたいことについての質
問書を提出していただきま
す。当日は、その質問書の
内容に従って進めていきま
す。

問  ・ 申  利根町地域包括支援センター
☎６８－２２１１

（内線３４８）

高齢者の介護方法
講習会開催の

お知らせ

●試験日：２月 11 日（日）
●職種・採用人数：一般職員：若干名
●採用予定日：４月１日（日）
●申込受付期間：１月１日（月）～

25 日（木）【必着】
※申し込みは郵送の
みとなります。

●その他：受験資格などの詳細は、当
企業団ホームページ、また
はお問い合わせください。

問  ・ 申  茨城県南水道企業団　総務課
☎０２９７－６６－５１３１
HP http://www.ibananww.
ne.jp/

平成 29 年度第２回
茨城県南水道企業団
職員募集のお知らせ

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

19 平成 30 年 1 月（No.646） 平成 30 年 1 月（No.646） 18


