
～小平奨励賞受賞記念講演会開催～
●日時：６月 16 日（土）

午前 10 時～正午
●場所：牛久市総合福祉センター
●講師：小野　広祐　氏

（NHK 手話ニュース
キャスター）

●参加費：500 円（中学生まで無料）
●申し込み方法：電話または FAX
●その他：事前にチケットをお求めく

ださい。

問  宍戸
☎・FAX ０２９－８７３－６３０５

手話の会
「わ・Wa・和」
からのお知らせ

～受付期間が変更となりました！～
　この度、布川地区コミュニティセン
ターは、申し込みの期間を変更しまし
たのでお知らせします。
　これからも、皆さまのご利用をお待
ちしております。
●開館時間：午前９時～午後９時
●休館日：水曜日・祝日・年末年始
●申し込み方法：利用日から３ヶ月前

（試行）までに布川
地区コミュニティセ
ンターへ申請書を提
出してください。

●予約について：午前９時～午後５時
の間に当館窓口で予
約となります。

（休館日を除く）
●その他：営利活動・政治活動・宗教

活動についてはご利用でき
ません。また、料金など詳
細についてはお問い合わせ
ください。

問  布川地区コミュニティセンター
☎６８－２８４９

～シルバー人材センター会員募集～
　町内在住者の方で、原則 60 歳以上
の健康で、元気に働く意欲のある方で
あれば誰でも大歓迎です。
　お気軽に下記の事務所へお問い合せ
ください。
●作業内容：剪定・除草、障子・襖・

網戸張り替え、公園清掃、
公共施設管理業務など。

問  利根町シルバー人材センター
☎６８－７８９６

tone1@sirius.ocn.ne.jp

布川地区
コミュニティセンター

からのお知らせ

利根町シルバー
人材センターからの

お知らせ

～平成 30 年度親と子のよい歯の
コンクール募集について～

●対象者 ：満３歳～６歳（平成 24 年
４月２日～平成 27 年４月
１日の間に生まれた未就学
児）のお子さまと父母

●応募方法：はがき、または FAX に
て 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、申
し込んでください。

●応募締め切り日：６月 29 日（金）
【必着】

●その他：本コンクールの入賞歴があ
る方の再応募はご遠慮願い
ます。また、喫煙習慣のあ
る方は対象外となります。
詳細に関しては、お問い合
わせください。

問  ・ 申  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

　総務省では、６月１日～ 10 日まで
を「電波利用環境保護周知啓発強化期
間」として、電波を正しく利用してい
ただくための周知・啓発強化期間です。
　電波は、暮らしの中で欠かせない大
切なものです。電波のルールはみんな
で守りましょう。

問  不法無線局による混信・妨害
☎０３－６２３８－１９３９
テレビ・ラジオの受信障害
☎０３－６２３８－１９４５
地上デジタルテレビ放送の受信相談
☎０３－６２３８－１９４４

茨城県歯科医師会か
らのお知らせ

関東総合通信局
からのお知らせ

　CD ダンス音楽と生演奏で、社交ダ
ンスを楽しみませんか。
●日時：５月 20 日（日）

午後１時～４時
●場所：利根町生涯学習センター

１階　多目的室
（利根町大字中谷 967）

●参加費：見学の方　無料
ダンス参加の方　200 円

●その他：当日受け付け。

問  ・ 申  歌謡コーラスバンド　斉藤
☎６８－３６８２

春・歌謡コーラスバンド、
地域ふれあい社交ダンス会

開催のお知らせ

～家族グループミーティング・
ひきこもり専門相談とお知らせ～

　ひきこもり状態にある方を抱える家
族などを対象に、心理士、保健師など
がかかわり方の助言を行います。
　内容など秘密は厳守されます。
●日時：６月 20 日（水）

家族グループミーティング
午前 10 時～正午【要連絡】
専門相談　午後１時～４時

【完全予約制】
●場所：茨城県竜ケ崎保健所
●相談員：心理士および保健師
●費用：無料
～精神クリニックのお知らせ～
●日時：６月６日（水）

午後３時～５時
６月 19 日（火）
午後２時～４時

●場所：茨城県竜ケ崎保健所
●対象者：精神症状のある患者の家族、

本人
●相談員：嘱託精神科医
●費用：無料

問  ・ 申  茨城県竜ケ崎保健所
保健指導課
☎０２９７－６２－２３６７

～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。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。

問  茨城県竜ケ崎保健所　衛生課
☎０２９７－６２－２１６３

茨城県竜ケ崎保健所
からのお知らせ

●日時：６月４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

　『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：６月 13 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  利根町地域包括支援センター
☎６８－２２１１（内線３４８）

『介護者のつどい』
のご案内

　事前予約は不要です。
●日時：６月 10 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

　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：６月２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

▲除草作業中▲アツミゲシ（セティゲル種）

植えてはいけない「けし」の一例

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
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