
　第７回利根町『町民絵画展』は、小・
中・高校生に加え、絵画愛好家ならだ
れでも参加できる作品公募展です。
奮ってご応募ください。
●展示会期：５月 11 日（土）～ 17 日（金）

午前９時～午後５時
（初日は午後１時から

開催、５月 17 日（金）
は午後１時 30 分終了）

●場所：役場１階イベントホール・
多目的ホール　

●応募資格： 小学生以上の町内在住・
在学・在勤、所属団体の
会員の方

●応募作品： 日本画、油彩、アクリル、
パステル、水彩、色鉛筆、
水墨、鉛筆、ペン、ちぎ
り絵ほか

●応募締切日：３月 22 日（金）必着
　～応募要項の配布～
　役場１階、利根町公民館、利根町生
涯学習センター、布川地区コミュニ
ティセンター、利根町図書館、利根町
保健福祉センターに設置の「応募要項」
をご覧いただきご応募ください。

問  事務局　宮坂　☎６８－６５２５

　さまざまな国の文化や風習に思いを
馳せながら、民族舞踊をゆっくり・楽
しく踊り健康維持に役立ててみません
か。お気軽にお越しください。
●日時：毎週水曜日

午前９時 30 分～ 11 時 30 分
●場所：利根町公民館

（会場不確定日があるため、
ご連絡のうえ、お越しくださ
い。）

●会費：1,250 円／月
●持ち物：運動靴・飲み物
●その他： お試し入会として、１カ月

間の無料体験を実施してい
ます。

問  小出
☎６８－６４０６

第７回利根町『町民絵
画展』開催に伴う出品

作品募集のお知らせ

ひまわりフォーク
ダンスクラブ会員

募集のお知らせ

　「農業を始めたい方」「農業法人等に
就職したい方」「農業に関心のある方」
を対象にした農場見学および就農相談
会を開催します。
●日時：２月 17 日（日）

午前９時～午後５時（予定）
●場所：鉾田市・行方市
●内容： 農場の見学や農業体験などの

実施、および個別就農相談会
●移動：貸し切りバス使用
●募集人数：30 名（先着順）
●参加費：無料（昼食代各自負担）

問  （公社）茨城県農林振興公社
☎０２９－３５０－８６８６

～旧陸海空軍の資料収集のお知らせ～
　茨城郷土部隊資料保存会では、戦争
に関する貴重な資料の散逸を防ぐとと
もに、収集・保存や展示することによっ
て後世に継承し、戦争の惨禍と平和の
尊さを考える場を提供しております。
　旧陸海空軍に関する遺品や写真など
の資料をお持ちの方は、下記までご連
絡をお願いいたします。

問  茨城県郷土部隊資料保存会　大高
☎０２９－２５４－３５２０

　茨城県では、豊富な知識、経験、技
能等を持つ高齢者がさまざまな地域活
動に活躍できるよう、元気シニアバン
クを開設しております。
　元気シニアバンクに登録された方
は、「茨城シニアマスター」として、
県内さまざまな団体などの依頼に応じ
て活動していただきます。
　長年培ったものを地域のために生か
しませんか。ご登録については下記に
お問い合わせください。

問  （福）茨城県社会福祉協議会
茨城わくわくセンター
☎０２９－２４３－８９８９

「農場見学＆就農
相談会 in 鹿行」の

開催のお知らせ

茨城県郷土部隊
資料保存会からの

お知らせ

元気シニアバンク
登録のご案内

　利根バードウォッチングクラブで
は、日ごろの観察会などで会員が撮影
した野鳥の写真を毎年文化祭などで展
示してきましたが、創立 20 周年を機
会にこれを一堂にまとめて展示し、併
せてトーク＆スライドショウやミニ探
鳥会を行い、町民の皆さまにバード
ウォッチングの楽しさをご紹介いたし
ます。
●日時： ２月 20 日（水）～ 24 日（日）

午前９時～午後４時
●場所：役場１階　イベントホール

ミニ探鳥会　２月 23 日（土）
午前 10 時～　約２時間
観察場所：利根川河川敷
荒天の場合は、翌日同時刻に
延期。
トーク＆スライドショウ
２月 24 日（日）
午後１時～２時
講師　中山正夫　氏
ミニ探鳥会が延期の場合は
23 日に繰り上げ開催

●参加費：無料
●その他： 当会に入会ご希望の方は　

会場にて受け付けします。

問  照井　勝也
☎０８０－３４９２－２００４

利根 BWC20 周年
フェスタ開催

のお知らせ

利根町文化協会
第４部門発表会の

お知らせ

●日時：３月２日（土）午後１時～
（開場　午後０時 30 分～）

●場所：利根町公民館
●内容： コーラス、マンドリン、ピア

ノ、フォークダンスなど
●入場料：無料

問  井家
☎６８－６７６１

関東農政局からの
お知らせ

～青色申告を始めましょう！～
　青色申告を行う農業者（個人・法人）
は収入保険に加入できます。
　収入保険は、全ての農産物を対象に
自然災害や価格低下などによる収入減
少が生じた場合に補償する保険です。
　詳細につきましては、最寄りの農業
共済組合に相談願います。

相続登記は
お済みですか月間

のお知らせ

事前予約が必要です！
●日時： ２月１日（金）～ 28 日（木）

（土・日曜日、祝日を除く）
●場所：県内の各司法書士事務所
●内容：相続登記に関する相談
●申し込み方法： 各司法書士事務所へ

直 接 ご 連 絡 く だ さ
い。

●相談料：無料

問  茨城司法書士会
☎０２９－２２５－０１１１

　技能検定とは、働く人々の有する技
能を一定の基準により検定し、国とし
て証明する国家検定制度です。
　茨城県では、毎年約 4,500 名の方が
受検されています。
　なお、合格者には、合格証書が交付
され、技能士と証することができます。
●受付期間： ４月３日（水）～16日（火）

（土・日曜日、祝日を除く）
受検案内は３月１日（金）
より配布いたします。

●手数料： 21,000 円（実技 17,900 円、
学 科 3,100 円 ）35 歳 未 満
の２級・３級受検者は、実
技試験の一部減免措置があ
ります。

●実施職種： 造園、機械加工、電子機
器組立て、とび、フラワー
装飾など

●その他： 受検申請手続きなど、詳細
についてはお問い合わせく
ださい。

問  茨城県職業能力開発協会
技能検定課
☎０２９－２２１－８６４７
HP http://www.ib-syokkyo.com

平成 31 年度
技能検定（前期）

受検のご案内

家畜の飼養状況の報告について！
　家畜を飼育されている方は、愛玩用
であっても家畜伝染病予防法に基づ
き、毎年 ２ 月 １ 日現在の飼育頭羽数
等を県に報告することになっておりま
す。該当する家畜を飼育されている方
は最寄りの家畜保健衛生所へお問い合
わせください。
●対象： 牛、水牛、鹿、めん羊、ヤギ、

馬、豚、猪、鶏、あひる、う
ずら、キジ、ダチョウ、ほろ
ほろ鳥、七面鳥
※犬、猫、うさぎ、インコな

どは対象となりません。
問  茨城県県南家畜保健衛生所

☎０２９－８２２－８５１８

茨城県県南
家畜保健衛生所
からのお知らせ

　下記期間において、俳句大会を開催
します。それに伴い、皆さまからの投
句を募集しています。桜に対しての思
いやエピソードを俳句にして披露して
みませんか。だれでも参加できますの
で、奮ってご応募ください。
●開催期間：４月６日（土）・７日（日）
●応募締め切り日：３月 10 日（日）
●投句について： １人１句の応募とな

ります。また、投句
料は無料です。

●投句方法： 町の公共施設に設置して
ある投句箱かはがきにて
申し込み先まで郵送くだ
さい。

●その他： ６日にご来場の皆さまに「私
の好きな一句」を投票して
いただき、７日に得点順に
３位まで表彰します。

問  ・ 申  〒 300-1626
利根町四季の丘 2-2-15
事務局　長田　輝男
☎６８－６５１９　

第３回
「桜を詠む俳句大会」

開催のお知らせ

●日時： ３月 11 日（月）～ 16 日（土）
午前９時～午後５時（ただし、
最終日は午後３時まで）

●場所：役場イベントホール
●内容： 風景、人物、植物、静物など

の水彩画展示
●主催：利根町水彩同好会

問  三木
☎０９０－８３０７－２４５７

第 20 回利根町
水彩同好会作品展

開催のお知らせ

春季全国火災予防運動　稲敷広域消防本部　利根消防署

３月１日（金）～７日（木）

忘れてない？　
　　　サイフにスマホに
　　　　　　　　火の確認 !

【お詫びと訂正】
　広報とね１月号の 22 ページ「ちびっ
こ探検学校ヨロン島参加者募集のお知
らせ」の記事中、「参加費：無料」とあ
りますが、説明会が無料であり、実際
の参加には費用が掛かりますので、詳
細については、公益財団法人国際青少
年研修協会へお問い合わせください。
お詫びして訂正いたします。
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