
　公益信託「エコーいばらき」環境保
全基金は、平成 30 年度助成金給付希
望者の募集を開始いたします。
　この基金は、茨城県の許可を得て、
茨城県内の環境保全に関する事業に対
して助成を行うことにより、緑豊かな
自然環境の保全と快適で潤いのある生
活環境の創造を図り、地域社会の発展
と振興に寄与することを目的に、平成
４年 10 月１日に発足いたしました。
●助成対象事業：①茨城県内の環境保

全活動
②茨城県内の環境保

全活動を促進する
ための調査研究

③茨城県内の環境保
全活動の普及啓発

④災害復旧・復興支
援 に 関 わ る 活 動

（但し、環境保全
活動に限る。また、
その成果などを茨
城県内に還元する
活動に限る。）

●応募資格：茨城県内の地方公共団体・
営利を目的としない法人・
団体・個人です。ただし、
１団体につき申請は１件
となります。

●募集締め切り日：11 月 30 日（金）
●その他：助成金は総額 1,000 万円、

１件につき 30 万円を限度
とします。助成を希望する
方は助成金給付申請書を事
務局までご請求ください。
　なお、来年１月ごろに助
成先が決定し、３月までに
助成金の給付を行います。

問  「エコーいばらき」事務局　米川
（常陽銀行営業推進部内）

☎０２９－３００－２６９９

「エコーいばらき」
環境保全基金助成金

給付希望者募集

おとな救急電話相談が始まりました！
　茨城県では、10 月１日から ｢おと
な救急電話相談（＃ 7119）｣ を開始し
ました。急な病気やケガをしたとき、
救急車を呼ぶべきか、病院に行くべき
かなど迷った際、適切なアドバイスを
受けることができます。
●受付電話番号：＃ 7119 または、

☎０３－５３６７－
２３６５

●受付時間：午後５時 30 分～翌朝
午前９時（月～土曜日）
午前９時～翌朝午前９時

（日曜日・祝日・年末年始）
●相談料：無料（通話料金は利用者負

担となります。）

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

ナガエツルノゲイトウをはじめとす
る、特定外来生物の駆除作業に参加し
ていただける人を募集します。

参加に条件はありません。初めての
人でも気軽に登録してください。メー
ルアドレスのある人には、駆除作業の
情報をメールで送付します。

このボランティアは、できるときに、
できる範囲で、できることをやろう、
という目的で活動していきます。ぜひ
ご参加ください。

問  役場環境対策課
☎６８－２２１１
FAX ６８－８３００

kankyou@tone.town.lg.jp

特定外来生物駆除
ボランティア募集

犯罪被害者週間（11 月 25 ～ 12 月１日）
　誰もが突然、事件や事故などにあう
可能性があります。被害にあわれた際
は、相談窓口や最寄りの警察署にご相
談ください。
　また、被害にあわれた方やそのご家
族が回復するために
は、周囲の方のご理
解と温かな支援が必
要です。
　皆さまのご協力を
お願いいたします。
問  茨城県取手警察署

☎０２９７－７７－０１１０
茨城県警察
性犯罪被害相談「勇気の電話」
☎＃８１０３または、
☎０２９－３０１－０２７８

取手警察署
からのお知らせ

～麻薬・覚醒剤乱用防止運動の実施～
　10 月１日（月）～ 11 月 30 日（金）
は「麻薬・覚醒剤乱用防止運動」実施
期間です。 
　麻薬・覚醒剤・大麻・シンナー・危
険ドラッグなどの薬物乱用は、乱用者
の健康上の問題にとどまらず、各種の
犯罪の誘因などの危害をもたらしま
す。薬物の恐ろしさを正しく認識して
薬物乱用を根絶しましょう。

問  茨城県竜ケ崎保健所　衛生課
☎０２９７－６２－２１６３

～ 12 月１日は世界エイズデーです～
　保健所ではＨＩＶ検査を無料・匿名
で受けることができます。
●日時：毎週火曜日

午前９時～ 11 時　※要予約

問  茨城県竜ケ崎保健所　保健指導課
☎０２９７－６２－２３６７

竜ケ崎保健所
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：12 月 12 日（水）正午～
●場所：シュガーポット
●内容：忘年会
●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：12 月３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：12 月９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：12 月１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 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

　「阪急電車」や「葉桜と魔笛」など
をはじめ、さまざまなジャンルの朗読
を行いますので、お誘い合わせのうえ、
ご来場ください。
●日時：11 月 27 日（火）

午後１時 30 分～
（開場：午後１時）

●場所：利根町図書館　２階
●参加費：無料

問  斉木　☎６８－５０７０

利根町朗読サークル
「よしきり」

朗読会のお知らせ

ナガエツルノゲイトウ

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

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 11 月（No.656） 平成 30 年 11 月（No.656） 18


