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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

　『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：５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

　厚生労働省では、先の大戦による旧
主戦地域や遺骨収集が困難な海上での
戦没者の遺族を対象として、慰霊巡拝
を実施します。
●参加対象者：戦没者の配偶者、父母、

子、兄弟姉妹、参加遺
族（子・兄弟姉妹）の
配偶者、戦没者の孫、
戦没者の甥・姪

●その他：実施地域および申し込み方
法などについては、茨城県
ホームページまたは、問い
合わせ先までご連絡くださ
い。

問  茨城県保健福祉部
健康長寿福祉課　長寿企画・援護
☎０２９－３０１－３３３７
HP www.pref.ibaraki.jp

平成 31年度
政府主催慰霊巡拝

のご案内

～たけのこ生産者の皆さまへ～
　利根町産たけのこは、平成 29 年６
月８日付けで出荷制限が条件付きで解
除となりました。
　利根町産たけのこを出荷する場合に
は、竹林の所在地ごとに、たけのこの
放射性物質検査を実施し、町が発行す
る ｢たけのこ出荷可能生産者証明書｣
の交付を受ける必要がありますのでご
注意ください。放射能検査の実施を希
望する生産者の方は、問い合わせ先ま
でご連絡ください。

問  役場経済課　農政係
☎６８－２２１１　内線（３２６）

役場経済課から
のお知らせ

石 の エ ビ ハ ラ株式
会社

フリーアクセス　℡ 0120-68-8751
利根町横須賀 1304（利根中学校前）
℡ 0297-68-8751　定休日：水曜日
URL : http://www.ishiebi.sakura.ne.jp/

墓石・燈籠・石材全般プラスワン休暇で元気をプラス !!
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のために、
年次有給休暇を計画的に活用しましょう。

　茨城労働局では、ゴールデンウィークの

「仕事休もっ化計画」を推進しています。

茨城労働局雇用環境・均等室　☎０２９－２７７－８２９４

　システムメンテナンスのため、下記
日程において、マイナンバーカードを
利用した証明書の発行（コンビニ交付
サービス）の利用ができなくなります。
　ご利用の皆さまには、大変ご迷惑を
お掛けいたしますが、ご理解とご協力
をお願いいたします。
●停止日時：４月 17 日（水）

午前６時 30 分～
午後 11 時

●証明書の種類：住民票の写し
印鑑登録証明書

●その他：毎週水曜日は、役場住民課
が午後８時 15 分まで窓口
延長しておりますので、ご
利用ください。

問  役場住民課　窓口係
☎６８－２２１１　内線（２５４）

コンビニ交付
サービスの停止
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：５月 11 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

　事前予約は不要です。
●日時：５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

●日時：５月 13 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

　４月から、都市建設課が分割され、
「建設課」と「都市整備課」になりま
した。
問  役場総務課　人事給与係
☎６８－２２１１（内線５０４）

利根町行政組織
変更のお知らせ

　町の絵画愛好家なら誰でも参加でき
る作品公募展を開催して、７周年を迎
えます。子どもから大人まで多彩な作
品が多数展示されます。たくさんのご
来場お待ちしております。
●日時：５月 11 日（土）～ 17 日（金）

午前９時～午後５時
（初日は午前 10 時から開催、
最終日は午後１時 30 分終了
予定）

●場所：役場１階　イベントホール
多目的ホール

●入場料：無料
～ギャラリーコンサート～
　町民絵画展のオープニングを飾るの
は、県大会を目指し日々練習に励む利
根中学校吹奏楽部の生徒たち。迫力あ
る演奏が間近で聞けるチャンスです！
●日時：５月 11 日（土）

午前 10 時～ 10 時 30 分
●場所：役場１階　多目的ホール
～絵画についてのトークショー～
●日時：５月 11 日（土）

午前 10 時 40 分～ 11 時 30 分
●場所：役場１階　多目的ホール
●講師：羽川　幸一　氏
ワークショップ
～スカイペインティング～
　会期中、役場１階の窓ガラスに自由
に絵やメッセージを描きましょう！
●日時：５月 11 日（土）～ 16 日（木）

午前 10 時～午後５時
（初日は午後１時開始予定）

●場所：役場１階　正面玄関
～体験基礎講座～
　形を探して、絵の具で遊ぼう！（鉛
筆・アクリル絵の具使用）いつも見て
いる身のまわりの物を観察してみま
しょう。
●日時：５月 15 日（水）

午前 10 時～午後０時 30 分
●場所：役場１階　多目的ホール
●参加費：500 円
●申込締め切り日：５月１日（水）
●定員：20 名（定員に達し次第、

締め切らせていただきます。）

問・申  箱
はこいわ

岩　美
み き

喜
☎０８０－３２５１－５６８５

第７回利根町
｢町民絵画展｣
開催のお知らせ

～我孫子市クリーンセンター
整備事業に係る環境影響評価準備書

の縦覧および説明会について～
　我孫子市では、新クリーンセンター
の整備を計画しています。
　整備にあたって、千葉県環境影響評
価条例に基づき、環境保全の見地から
意見を聴くための準備として、環境へ
の影響を調査、予測、評価、環境保全
対策の検討結果を示した「環境影響評
価準備書」の縦覧を行います。
　環境保全の見地から同準備書に意見
のある方は、千葉県知事に対して意見
書を提出できます。
●縦覧日時：４月 26 日（金）～

５月 27 日（月）
午前８時 30 分～午後５時
（土・日曜日、祝日を除く）

●縦覧場所：我孫子市クリーンセン
ター、我孫子市役所１階
行政情報資料室、千葉県
環境政策課

●意見書の提出方法：任意の用紙に同
準備書の名称、
住所、氏名、意
見を明記の上、
下記提出先ま
でご提出くだ
さい。

●提出先：千葉県環境政策課
〒 260-8667
千葉市中央区市場町 1-1
へ直接ご持参または郵送く
ださい。

【６月 11 日（火）必着】
～環境影響評価準備書の説明会～
●日時：５月９日（木）

午後６時 30 分～８時 30 分
●場所：取手市福祉会館２階　会議室D

取手市東 1-1-5
●日時：５月 11 日（土）

午前９時 30 分～ 11 時 30 分
●場所：我孫子市湖北地区公民館２階

第３学習室
我孫子市中里 81-3

問  我孫子市クリーンセンター
☎０４－７１８７－００１５

我孫子市
クリーンセンター
からのお知らせ




