
　事前予約は不要です。
●日時：７月 14 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：７月１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、 Ｄ Ｖ 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 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

　７月の「介護者のつどい」は、日帰
りバス旅行を計画しています。日ごろ
の疲れを癒し、リフレッシュしません
か？
ご参加お待ちしております。
●日時：７月 10 日（水）

午前９時【出発】
午後５時【帰着予定】

●行き先：大洗方面
●対象者：家族介護者

在宅・施設は問いません。
●参加費：1,000 円
●申込締め切り日：６月 26 日（水）
●その他：詳細については、締め切り

後に追ってご連絡します。
問  利根町地域包括支援センター

☎６８－８９４１
利根町社会福祉協議会
☎６８—７７７１

『介護者のつどい』
のご案内

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

　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：７月６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

～令和元年度茨城県南
水道企業団職員募集～

●試験日：７月 28 日（日）
●職種・採用人数：土木技師　１名

一般職員：若干名
●採用予定日：令和２年４月１日
●申込受付期間：６月 10 日（月）～

７月１日（月）【必着】
※申し込みは郵送のみ

●その他：受験資格などの詳細は、当
企業団ホームページ、また
はお問い合わせください。

～情報公開制度の運用状況について～
　茨城県南水道企業団では、住民参加
による開かれた企業運営を図るため、
情報公開条例を制定しております。
　平成 30 年４月１日～平成 31 年３
月 31 日の運用状況をお知らせします。

【運用状況】
●情報公開請求の件数：２件
●個人情報の開示、訂正、削除および

目的外利用等の中止の請求の件数：
０件

問  茨城県南水道企業団　総務課庶務係
☎０２９７－６６－５１３１
HP http://www.ibananww.ne.jp/

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

令和元年度
町・県民税納税通知書

　年金から差し引きで町・県民税を納付いただいている方
でも、次に該当する方は納付書が同封されている場合があ
りますので、必ず開封して、内容をご確認ください。

・平成 30 年中に公的年金以外の収入があった方
・平成 30 年度の町・県民税額に変更があった方

問  役場税務課　町民税係　☎６８－２２１１（内線２６４・２６５）

６月 12 日（水）
発行！

～生活困窮者相談窓口の開設～
　生活や仕事に心配事があったら、ひ
とりで抱え込まずにご相談ください。
ご家族などまわりの方からのご相談も
お受けします。
●相談（例）：・家族のことでどこか

に相談したい。
・社会に出て働いてい

けるか自信がない。
・長い間働いていなか

ったけど仕事をした
いなど

～ひきこもり相談窓口の開設～
●相談内容：ひきこもりに関する

ご本人・ご家族などから
の相談

●その他：相談内容に応じて、専門機
関などをご紹介します

問  利根町社会福祉協議会
利根町布川 2968

（利根町民すこやか交流センター）
毎週月～金曜日
午前８時 30 分～午後５時 15 分
☎６８－７７７１

利根町
社会福祉協議会
からのお知らせ

　６月３日（月）より、生涯学習課（生
涯学習センター内）の下記業務が役場

（４階）に移転し、業務を行うことと
なりました。
●業務内容：・生涯学習センターにお

ける講座などの開設
運営に関すること。

・国際交流に関すること。
・青少年の健全育成に関

すること。
・布川地区コミュニティ

セ ン タ ー の 運 営・ 管
理に関すること。

・生涯学習センターの施
設および設備の維持
管理に関すること。

●その他：社会体育事業（町民運動会・
いきいき茨城ゆめ国体・駅
伝大会）については、引き
続き、利根町生涯学習セン
ターが窓口となります。

問  役場生涯学習課　社会教育係
☎６８－２２１１（内線４０１）
利根町生涯学習センター　
☎６８－３２６３

利根町行政組織
一部移転のお知らせ

～稲敷広域消防職員募集～
●試験日：７月 28 日（日）
●会場：流通経済大学

龍ケ崎キャンパス（予定）
●職種：消防吏員（地方公務員）
●採用予定人数：16 名程度
●採用期日：令和２年４月１日
●受付期間：６月３日 ( 月 ) ～ 20 日 ( 木 )
●その他：詳しくは消防本部総務課ま

でお問い合わせください。
なお、稲敷広域ホームペー
ジにも掲載しています。

問  稲敷広域消防本部　総務課
龍ケ崎市 3571 番地 1
☎０２９７－６４－３７４３

～熱中症予防３つのポイント！～
　これから暑い夏がやってきます。稲
敷広域消防本部では、平成 30 年中に
熱中症の傷病者を 216 人搬送しまし
た。熱中症は予防法を知れば防ぐこと
が可能です。そこで、熱中症を防ぐ 3
つのポイントを紹介します！下記ポイ
ントに注意し、楽しい夏を過ごしてく
ださい！
●１つ目…こまめな水分・塩分補給！

喉が渇いたと感じる前に水
分・塩分補給を実施してく
ださい。

●２つ目…暑さを避けること！
適切にエアコンを使用し、
外出時は日傘の使用や帽子
の着用など、暑さを避ける
工夫が必要となります。

●３つ目…暑さに負けない体力をつけ
ること！
日ごろからバランスの良い
食事を摂ることや、体力づ
くりを心がけましょう。

詳細については、「総務省 消防庁」の
ホームページをご確認ください。
HP https://www.fdma.go.jp/disaster/

heatstroke/post3.html
問  稲敷広域消防本部　救急課

☎０２９７－６４－３８４６

稲敷広域消防本部
からのお知らせ

～カヌー体験のご案内～
　霞ヶ浦問題協議会では「カヌー体
験」の参加者を募集しています。皆さ
ま奮ってご参加ください。
●日時：７月 15 日（月）

午前 9 時～正午
●場所：（株）ラクスマリーナ

土浦市川口 2-13-6
●対象者：小学生以上の親子 30 組
●参加費：100 円 / 人（保険料など）
●募集受け付け：６月 24 日（月）～

定員に達し次第募集
を締め切ります。

●申し込み方法：お電話にてお申し込
みください。

問 ・ 申  霞ヶ浦問題協議会
☎０２９―８３０－３３３８

霞ヶ浦問題協議会
からのお知らせ

～情報公開制度の運用状況について～
　平成 30 年度（平成 30 年４月１日
～平成 31 年３月 31 日）の運用状況
は次のとおりです。

【運用状況】
●公開請求の件数：０件
●公開決定の件数：０件
●不服申し立ての件数：０件
問  龍ケ崎地方衛生組合　総務課

☎０２９７－６４－１１４４

龍ケ崎地方衛生組合
からのお知らせ
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