
～地域巡回教育相談会の開催～
　視覚に障がいのある方の見えにくさ
を補うための補助具（レンズや拡大読
書器など）を展示したり、相談会を行っ
たりします。入学を前提としない相談
会ですので、お気軽にご参加ください。
●日時：７月 26 日（木）

午前 11 時～午後３時
●場所：県南県民センター第１分庁舎

第１会議室（３階）
●相談料：無料
●申し込み方法：お電話または、メー

ルにてお申し込みく
ださい。

●その他：茨城県立盲学校のホーム
ページからも申し込み書が
ダウンロードできます。

問  茨城県立盲学校
視覚障害教育支援センター

（茨城県水戸市袴塚１丁目３番１）
☎０２９－２２１－３３８８

shien@ibaraki-sb.ibk.ed.jp

農家のみなさんへ！
貸したい農地ございませんか？
　規模縮小や経営転換、農地相続など
でお困りの方などいらっしゃいました
ら、農地中間管理機構または役場経済
課までお問い合わせください。
メリット措置は、平成 30 年が最終年
となります。（10 月農業委員会分まで）

問  農地中間管理機構　
　  ☎０２９－２３９－７１３１
　  役場経済課　
　  ☎６８－２２１１　内線（３２２）

茨城県立盲学校
からのお知らせ

農地中間管理機構
からのお知らせ

講座名：第二種電気工事士受験対策  
　　　　（筆記）Ｂ講座
●日時：９月６日（木）・11 日（火）

13 日（木）・18 日（火）・20
日（木）・25 日（火）
午後６時～９時

●内容：筆記受験対策
●定員：15 名
●申し込み期限：７月９日（月）～

31 日（火）
【期限内必着】

●持参品：指定する問題集
講座名：第一種電気工事士受験対策

（筆記）講座
●日時：９月８日（土）・15 日（土）

22 日（土）
午前９時～午後４時

●内容：筆記受験対策
●定員：15 名
●申し込み期限：７月９日（月）～

31 日（火）
【期限内必着】

●持参品：指定する問題集
●申し込み方法：土浦産業技術専門学

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 番 179

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

「放火に注意！」
　５月２日、埼玉県越谷市と隣接する
吉川市において死傷者を伴う連続放火
の可能性がある火災が４件発生し、５
月６日には茨城県守谷市においても連
続放火が疑われる火災が２件発生しま
した。いずれの火災も人目に付かない
未明に発生していることから、家の周
囲を明るくしておくことや可燃物を置
かないなどの放火防止対策を励行しま
しょう。
　稲敷広域消防本部においても警戒を
強化しておりますが、圏域住民一人ひ
とりが放火防止対策に努め、放火をさ
せない環境づくりを心掛けましょう。
　また、いざという時のために消火器
を備えましょう。

問   稲敷広域消防本部　予防課
☎０２９７－６４－３７４４

稲敷広域消防本部
からのお知らせ

　『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：８月８日（水）正午～
●場所：シュガーポット
●内容：昼食会
●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

●日時：８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

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
～今、大麻が危ない～
　最近、大麻の乱用者は若者を中心に
増加しており、平成 26 年以降４年連
続で検挙人員が増加し、昨年はついに
過去最高を記録しました。インター
ネット上では大麻には「身体への影響
がない」「依存性がない」という誤っ
た情報が流れていますが、大麻は「脳
に影響を与える違法な薬物」です。間
違った情報に流されず、正しい知識を
持ちましょう。
　大麻などの違法
薬物には「手を出
さない、出させな
い 」 よ う に し ま
しょう。

問   竜ケ崎保健所　衛生課
☎０２９７－６２－２１６３

竜ケ崎保健所
からのお知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：８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 　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４日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：稲敷市新利根地区センター

（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

～戦没者遺児による
慰霊友好親善事業の参加者募集～

　この事業は、厚生労働省から補助を
受け実施しており、先の大戦で父など
を亡くした戦没者の遺児を対象とし
て、戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼
を行うとともに、同地域の住民と友好
親善をはかることを目的としていま
す。
●参加費：10 万円（平成 29 年度参加

者以外は、複数回の応募可）
●その他：詳細については、日本遺族

会事務局までご連絡くださ
い。

問  日本遺族会事務局
☎０３－３２６１－５５２１

申  茨城県遺族連合会
☎０２９－２２１－４００２

事前予約は不要です！
●日時：７月 15 日（日）

午後１時～３時
（受付午後０時 30 分～）

●場所：利根町保健福祉センター
１階機能回復訓練室

●内容：シルバーリハビリ体操に
関する講話、体操体験
同時開催：理学療法士による
リハビリ相談会

●対象者：利根町にお住まいの方
（初めての方歓迎！）

●参加費：無料
問  茨城県理学療法士会事務所

☎０２９－３５３－８４７４

日本遺族会
からのお知らせ

シルバーリハビリ
体操フェステバル

開催のお知らせ

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
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