
　一般社団法人茨城県身体障害者福祉
協議会では、茨城県からの委託・補助
を受け、身体に障がいのある方々がよ
き配偶者に恵まれ幸せな結婚ができる
ように、「結婚相談」を行っています。
　「結婚相談」は、結婚を希望する身
体障がい者の方に、面談の上会員登録
をしていただきます。会員登録者には
交流会（集いの場）の開催をご案内し
ます。
　「各種相談」は、身体障がい者の就
労を始め、生活全般に係る相談につい
て、各種支援制度や機関をご案内して
おります。
●相談日：月曜日～金曜日

（祝祭日、年末年始は除く）
午前 10 時～午後３時
※結婚相談は要予約

問  一般社団法人
茨城県身体障害者福祉協議会
茨城県総合福祉会館２階

（水戸市千波町 1918）
☎   ０２９－２４３－７０１０
Fax ０２９－２４３－７０１８

～今年も利根町を走り抜けます！～
　「認知症になっても安心して暮らせ
る町」を目指して RUN 伴は、認知症
の人もそうでない人も、みんなでタス
キをつなぐイベントです。
　今年は、オレンジ色のシャツを着た
支援者が、走ります！見かけたら、応
援をお願いします！
●開催日時：９月 29 日（土）

午後１時　もえぎ野出発
午後２時ごろ　役場到着

●走行ルート：介護老人保健施設もえ
ぎ野（START）→複合
施設『響』→千葉竜ヶ
崎線を南下→コンビニ
を右折→フレッシュタ
ウ ン → 役 場 駐 車 場

（GOAL）

身体障がい者の
ための無料結婚相談・

各種相談のご案内

ＲＵＮ伴
と も

イベント
開催のお知らせ

～救急車の適正利用にご協力を！～
　稲敷広域消防本部管内の平成 29 年
中の救急出動件数は 13,188 件に達し、
このうち約半数が医師により軽症と診
断されています。また、救急出動の増
加により、現場到着までの時間が遅れ
てきている現状があります。
　救急車は大切な命を守る為、24 時
間いつでも出動できるよう準備してい
ますが、同時に出場できる台数や隊員
は限られております。救急車を本当に
必要としている住民に対して迅速・的
確に出動できるよう「救急車の適正利
用」にご理解とご協力をお願いいたし
ます。

問  稲敷広域消防本部　救急課
☎０２９７－６４－３８４６

消防本部
からのお知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：10 月６日 ( 土 )　

午前 10 時～午後３時
●場所：龍ケ崎市市街地

活力センター「まいん」
●相談内容：借金、土地・建物、相続、

裁判、会社などに関する
ご相談およびこれに関連
する登記相談

●その他：当日最寄りの会場においで
になれない方のために、茨
城司法書士会館で電話相談
も行います。

問  茨城司法書士会
☎０２９－２２５－０１１１

司法書士無料法律
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：10 月 10 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

●日時：10 月１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：10 月 14 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

めざそう　住みよい　まちづくり
～行政相談週間～
10 月 15 日（月）～ 21 日（日）
　毎日の暮らしの中で困っていること、
望んでいることはありませんか？
　そんなときは、行政相談委員にご相
談ください。町では、毎月１回相談所
を開設しています。
●日時：毎月第３月曜日

午後１時～午後４時
（祝日の場合は、翌週に開設）

●場所：利根町民
すこやか交流センター

●参加費：無料
●その他：予約不要

問  役場総務課　庶務行政係
☎６８－２２１１（内線５０２）
総務省　行政相談センター
きくみみ茨城
☎０５７０－０９０１１０

（全国共通ダイヤル）
☎０２９－２５３－１１００

　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：10 月 13 日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：河内町中央公民館

（河内町長竿 3693-2）
●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

行政相談のお知らせ
龍ケ崎地方家族会

（ピア・かたつむり）
定例会のお知らせ

～調査ご協力のお願い～
　茨城県では、人の１日の移動を把握
し、暮らしやすい都市づくりの検討を
進めるため、９～ 12 月にかけて交通
に関する調査「東京都市圏パーソント
リップ調査」を実施いたします。
　調査にあたり無作為に抽出させてい
ただいた世帯を対象とさせていただ
き、調査票をお送りいたしますので、
本調査へのご協力をお願いいたしま
す。

問  茨城県土木部都市局都市計画課
☎０２９－３０１－４５８８
HP http://www.pref.ibaraki.jp/

soshiki/doboku/toshikei/index.
html

茨城県内の企業が参加する合同面接
会が開催されます。参加を希望する方
は、下記問い合わせ先までご連絡くだ
さい。
●日時：９月 26 日 ( 水 )

午後１時～３時 30 分
（受付　午後０時 30 分～）

●場所：ホテルグランド東雲
（つくば市小野崎 488-1）

●主催：ハローワーク・厚生労働省
茨城労働局・茨城県

問  ・ 申  ハローワーク龍ケ崎
☎０２９７－６０－２７２７

東京都市圏
パーソントリップ

調査のお知らせ

障害者就職面接会
開催のお知らせ

　バレーボールを通して、チームの交
流と健康・体力づくりを図ることを目
的に町民バレーボール大会を開催しま
す。地区、職場、友人などでぜひご参
加ください。
●日時：10 月 21 日（日）

午前８時 30 分～
●会場：利根中学校体育館
●参加資格：中学生以上
●参加費：無料
●申込締め切り日：10 月 12 日（金）

問  ・ 申  利根町バレーボール連盟
海老原　☎６８－６３７８

第 29 回町民バレー
ボール大会参加チーム

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
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