
　茨城空港は、国内線は、札幌・神戸・
福岡・沖縄（那覇）の４都市、国際線
は、中国（上海）と韓国（ソウル）の
２都市へ就航しており、さらに台湾（台
北）便が、10 月末以降も毎週日曜・
木曜の週２便で運航されます。
　茨城空港は、約 3,100 台分の無料駐
車場があるほか、ターミナルビルが（縦
横 120m × 40m）と非常にコンパク
トで、搭乗手続きも全て１階で手続き
ができ、お年寄りやお子さま連れのご
家族にも大変ご好評です。
　ぜひ茨城空港から空の旅へお出かけ
ください。詳しくは、茨城空港ホーム
ページにてご確認ください。
茨城空港ホームページ
HP http://www.ibaraki-airport.net/

～事前申し込みは不要です～
●日時：10 月 30 日（火）

①午前 10 時 30 分～
②午後の部  午後２時～

●場所：ホテルマロウド筑波
土浦市城北町２－２４

●対象者：大学院・大学・短大・専修
学校など（高校は除く）の
平成 31 年３月卒業予定者
および既卒未就職者（おお
むね卒業後３年以内）の方

●参加費：無料
●持ち物：履歴書（複数枚）
●その他：詳しくは、ホームページま

たは、お問い合わせ先まで
ご連絡ください。

問  県労働政策課
☎０２９－３０１－３６４５
HP http://www.pref.ibaraki.jp/

茨城空港からの
お知らせ

就職面接会開催
のお知らせ

　茨城県内で「農業法人等に就職した
い」方のための相談会が開催されます。
県南地域で農業法人等と仕事内容につ
いて、意見交換していただき、就職活
動を支援します。
●日時：10 月 20 日（土）

午後１時～４時 40 分
●場所：県南生涯学習センター

土浦市大和町９－１
ウララビル３　
５階小講座室１

●内容：①農業法人等と
　グループごとの座談会
②就農相談会（個人対応）

●その他：雇用就農マッチング会は、
予約が必要です。
入場相談料無料・服装自由

問  （公社）茨城県農林振興公社
（大川・飯野）

☎０２９－３５０－８６８６

雇用就農マッチング会
in 県南のご案内

●日時：10 月 13 日 ( 土 )
午前９時 30 分～
午後０時 30 分

●受付電話番号：０２９－２２８－
０６００
０ ２ ９ － ２ ２ ８ －
０６０２

●相談料：無料
●相談内容：医療や介護サービスの利

用または、費用や保険料
負担のことで困っている
こと、負担軽減策など。

●回答者：ケアマネジャー、ケース
ワーカー、医療・福祉団体
のスタッフ

●主催：茨城県社会保障推進協議会
問  茨城県社会保障推進協議会

☎０２９－２２８－０６００

国保・医療・介護
なんでも電話相談室

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 14 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：11 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、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 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

　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 10 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

●日時：10 月 27 日（土）
午前 10 時～午後３時

●場所：竜ケ崎プラザホテル　四季亭
別館第２会議場
龍ケ崎市佐貫１－９－６

●内容：成年後見・遺言・相続など
●参加費：無料
●申し込み方法：電話による申し込み
●その他：面談による相談（約 40 分）

また、会場や時間の都合に
より、相談に応じられる件
数に限りがありますので、
必ずご予約ください。

問  ・ 申  （公社）成年後見センター・
リーガルサポート茨城支部
☎０２９－３０２－３１６６

成年後見相談会
開催のお知らせ

●定員：20 名
●募集条件：①利根町民の方

②おおむね 60 歳以上の
　方
③全日程に参加できる方
　（補講制度あり）
④地域で体操普及のボラ

ンティア活動ができる
方

●受講料：無料　
●講習内容：◎講義（解剖運動学、

加齢と運動器の障害ほ
か）

◎実技（シルバーリハビ
リ体操）

●講師：県立健康プラザ職員および利
根町在住のシルバーリハビリ
体操一級指導士

●申込締め切り日：10 月 25 日（木）
●申し込み方法：電話または、直接利

根 町 保 健 福 祉 セ ン
ターへお申し込みく
ださい。

問  利根町保健福祉センター
いきがい支援係  ☎６８－８２９１

シルバーリハビリ
体操指導士３級養成

講習会受講者募集

　㈱セブン－イレブン・ジャパンと共
催により、シニアの方を対象としたコ
ンビニエンスストアのお仕事説明会を
開催します。
●日時：11 月 16 日（金）

午後２時 30 分～
●場所：龍ケ崎市役所付属棟１階

第１会議室
●対象者：おおむね 60 歳以上の方

コンビニエンスストアでの
お仕事に興味のある方

●定員：30 名
●申し込み方法：お電話にてお申し込

みください。
●申し込み期間：10 月 10 日（水）～

11 月９日（金）

問  ・ 申  龍ケ崎市役所　商工観光課
☎０２９７－６４－１１１１

（内線４０３）
利根町役場　経済課
☎６８－２２１１

（内線３２２）

シニア従業員のお仕
事説明会㏌龍ケ崎

開催のお知らせ

※県立健康プラザへの移動は、
町のバスを利用します。

日　程 会場・時間

11 月 ６ 日（火）
県立健康プラザ

午前９時 30 分～
午後３時 45 分

11 月 ９ 日（金）
利根町保健福祉

センター
午前 10 時～

午後３時 45 分

11 月 13 日（火）

11 月 16 日（金）

11 月 20 日（火）

11 月 27 日（火）

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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