
　集まれ！ NARITA 空港車両
　空港を縁の下で支える特殊車両が博
物館に集まります。各社の担当が車両
の解説などをします。
　また、一部車両は車内に入れます。
●日時：５月 26 日（日）

午前 10 時～午後３時
●場所：航空科学博物館・館内外
●費用：入場料のみ
問  航空科学博物館

（千葉県山武郡芝山町岩山 111-3）
☎０４７９－７８－０５５７

航空科学博物館
イベントのお知らせ

～令和元年度利根町新築
マイホーム取得助成金のご案内～

　町では、町内に住宅を新築、建て替
えまたは建売住宅を購入された方に対
し、住宅取得に要した費用を助成して
います。
　建売住宅を購入された方への交付要
件が緩和され、交付対象となる建売住
宅の要件が「建築確認日から３年を経
過していない住宅」から、「建築確認
日から５年を経過していない住宅」に
変更となりました。
●申請期限：住宅取得に伴う登記の日

から１年以内
●申請締め切り日：11 月 29 日（金）

( 閉庁日の場合は
その前の最も近い
開庁日 )

●助成金額：30 万円（助成金の交付は、
同一申請者（同居人も含
む）に対して１回限り）

（下記加算事由に該当する
場合は、それぞれ 10 万円
を助成金に加算します。）

（※１）
次に掲げるいずれかの要件を満たす場
合加算します。
●住宅取得前に町内に居住している場合
　助成金の交付を受けようとする方（以下「申
請者」）が転入日前１年以上利根町の住民で
なく、かつ、転入日から１年以内に住宅を取
得していること。
●住宅取得後に転入する場合
　申請者が、転入日前１年以上利根町の住民
でないこと。

●その他：本助成金の申請には、所定
の要件がありますので、詳
細については、町公式ホー
ムページ（「トップページ」
→「移住・定住支援」→「利
根町新築マイホーム取得助
成金」）をご覧になるか、
問い合わせ先までお問い合
わせください。

問 ・ 申  役場企画課 まちづくり推進係
☎６８－２２１１（内線２２１）

 machisui@town.tone.lg.jp

役場企画課
からのお知らせ

一 般 社 団 法 人
利 根 町 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

お家のお困り事！お任せください！

　任意団体から「一般社団法人」となりました。名実とも
に利根町行政の一角となって、地域に貢献します！

剪定・除草、障子・
襖・網戸張り替え、
公園清掃、公共施
設管理業務など。

作 業 内 容
☎０２９７ー６８－７８９６

会 員 大 募 集！

　利根写楽会は創設から今年で 21 年
となります。そこで日々撮影している
写真の中から、特に心に触れたシーン
を撮影した作品を展示いたします。
●日時：６月４日（火）～ 10 日（月）

午前９時～午後５時
（ただし、最終日は午後 3 時

終了）
●場所：役場１階　多目的ホール
●入場料：無料
●後援：利根町教育委員会
問  荒井　照雄　☎６８－６０８６

利根写楽会
第 37 回写真展
開催のお知らせ

　第 55 回いばらき看護の祭典
～看護の心をみんなの心に～
●日時：５月 18 日（土）

正午～午後３時 30 分
●場所：茨城県民文化センター

大ホール
●内容：キャンドルサービス

茨城県結城看護専門学校
式典
優良看護職員知事表彰
アトラクション
水戸商業高校ダンス部

「ブルー・トゥインクルス
特別講演

「自分らしく誰とどこで生き
抜くか」（仮）
血管年齢測定など、健康相談
も行います。

●入場料：無料
問  茨城県看護協会
☎０２９- ２２１－６９００

HP http://www.ina.or.jp/

茨城県看護協会
からのお知らせ

～霞ヶ浦駐屯地開設 66 周年・
関東補給処創立 21 周年記念行事～

●日時：６月１日（土）
●場所：陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

（土浦市右籾 2410）
●内容：一般開放、記念式典、装備品

展示など。
●その他：詳細については、HP を

ご覧ください。
問  陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地　広報班

☎０２９－８４２－１２１１
HP https://www.mod.go.jp/gsdf/

eae/eadep/index.html

陸上自衛隊
霞ヶ浦駐屯地

からのお知らせ

●日時：６月 12 日（水）～ 16 日（日）
午前９時～午後５時

（ただし、最終日は午後１時まで）
●場所：役場　１階イベントホール

多目的ホール
●内容：利根町文化協会第５部門の書、

パステル画、写真、ちぎり絵、
水彩画、油絵の各グループの
合同展。

●入場料：無料
問  ときめきの書会代表幹事

髙安　雄一
☎６８－６８４７

第 19 回利根町文化
協会第５部門合同展

開催のお知らせ

　キッズの為のキッズによるキッズマ
ルシェを開催します。わくわく・ドキ
ドキ・思わずニッコリ爽やかに過ごせ
る連休明けのひと時をイベントで楽し
みませんか。
　皆さまのご来場お待ちしています。
●日時：５月 18 日（土）

午前 10 時～午後３時
●場所：役場
●内容：幼児低学年向けの無料キッズ

エリア、小学生対象の無料
ラジオ製作教室、他ワーク
ショップ・惣菜飲料や新鮮野
菜販売、ミニトレイン・足湯・
風船配布、福引や牛乳の試飲
など

●その他：詳細は、「とねっと」を
ご覧ください。

問  子どもの夢づくり実行委員会　和田
☎０８０－１２５６－４４２５

こどもの
夢づくりフェスタ

開催のお知らせ「ストップ　不法電波」
　総務省では、６月１日～ 10 日まで
を「電波利用環境保護周知啓発強化期
間」として、電波を正しく利用してい
ただくための周知・啓発活動および不
法無線局の取り締まりを強化します。
　電波は、暮らしの中で欠かせない大
切なものです。電波のルールはみんな
で守りましょう。
問  不法無線局による混信・妨害

☎０３－６２３８－１９３９
テレビ・ラジオの受信障害
☎０３－６２３８－１９４５
地上デジタルテレビ放送の受信相談
☎０３－６２３８－１９４４

関東総合通信局
からのお知らせ

●日時：６月 16 日（日）
午後２時～４時

●場所：国立病院機構
霞ヶ浦医療センター　講堂

（土浦市下高津 2-7-14）
●テーマ：「ひきこもりの理解と支援」
●講師：筑波大学医学医療系

社会精神保健学教授
斎藤　環　氏

●参加料：無料（駐車料金は 100 円）
●主催：県南地域医療懇話会
●後援：社会福祉法人

土浦市社会福祉協議会
一般社団法人茨城県保険医協会

問  県南地域医療懇話会
☎０２９－８２３－７９３０

県南地域医療
懇話会学習会

開催のお知らせ

～自動車税の納期限は５月 31 日！～
　自動車税は、毎年４月１日現在で自
動車を所有（割賦販売契約の場合は使
用）している方に課税されます。
　必ず納期限までに、お近くのコンビ
ニエンスストアや金融機関などで納付
してください。納付できる場所は、納
税通知書裏面に記載されています。
　また、パソコンなどから専用サイト
を利用してクレジットカードで納税す
ることも可能です。
問  茨城県土浦県税事務所

☎０２９－８２２－７２０５

茨城県土浦
県税事務所

からのお知らせ

　富士山麓の自然豊かなキャンプ場
で、全国から集まる青少年が、キャン
プ生活や富士登山などの野外活動を共
にしながら友情を深め、さまざまな体
験を通して、「新しい仲間との出会い」
の楽しさや、友だちと協力し助け合う
大切さを学ぶことを目的とします。
●日時：７月 30 日（火）～８月３日（土）

４泊５日
●場所：静岡県立朝霧野外活動センター
●定員：日本人 80 名・外国人 20 名
●対象者：小学３年生～６年生
●内容：富士登山、テント生活体験、

野外炊飯体験、ワイドゲーム、
星空観察など

●締め切り日：７月５日（金）
●その他：参加費などについては、問

い合わせ先までご連絡くだ
さい。

問  公益財団法人　国際青少年研修協会
☎０３－６４１７－９７２１
HP http://www.kskk.or.jp

国際青少年
研修協会からの

お知らせ

～公開講座（医療講演会・
医療相談会）開催のお知らせ～

●日時：５月 25 日（土）
午後１時～４時 30 分

（受付時間　午後０時 30 分～）
●場所：東海村総合福祉センター「絆」

多目的ホール
●参加費：無料（申し込み不要）
●体験発表：中山　幸江　氏

（茨城支部会員）
●内容：医療講演会

演題「リウマチと上手く付き
合っていく為に自分たちが出
来ること」
医療相談会
希望者の方と個別でご相談に
乗ります。

●主催：公益社団法人日本リウマチ
友の会　茨城支部

問  會澤　里子
☎０２９７－５８－５０７５

公益社団法人
日本リウマチ友の会

からのお知らせ

加算事由 加算額
中学生以下の子供と
同居する世帯

10 万円

新築に伴い、町外から転入
する世帯（※１）

10 万円
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