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やさしい航空のはなし
　「航空無線の楽しみ」
　航空の安全のため、管制やパイロッ
トなどさまざまな分野で無線が使われ
ています。航空機運航に関する無線
の役割と航空保安無線施設について、
日々業務に携わる方を講師に迎えてお
話していただきます。
●日時：６月 25 日（日）午後１時～
●場所：航空科学博物館　１階多目的
ホール
●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

　この委嘱は、総務大臣からのもので、
任期は平成 29 年４月１日から２年間

（再任）です。
　行政サービスに関する苦情、行政の
仕組みや手続きに関する問い合わせな
ど、相談を無報酬で行っています。
　毎月１回、相談所を開設しています。
　相談は、無料・秘密厳守ですので、
お気軽にご利用ください。
●開設日時：毎月第３月曜日

（祝日の場合は翌週の月曜日）の午後
１時～４時まで
●開設場所：利根町民すこやか交流セ
ンター
問  役場総務課　庶務行政係
☎ ６８―２２１１（内線５０２）
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　自衛隊茨城地方協力本部長と町長の
連名で湯原良文さんを自衛官募集相談
員に再委嘱しました。任期は平成 29
年４月１日から２年間（再任）です。
　安定した自衛隊入隊者の確保、自衛
官志願者に関する情報提供や自衛官募
集広報の援助を実施しています。

問  役場総務課　庶務行政係
☎ ６８―２２１１（内線５０２）
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●日時：７月３日（月）
　　　　午前９時～　午後１時まで
●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：７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

　放送大学では平成 29 年度第２学期
（10 月入学）の学生を募集中です。放

送大学はテレビなどの放送やインター
ネットを通して学ぶ通信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べます。
●出願期間：第１回　８月 31 日まで   
                          第２回　９月 20 日まで
資料を無料で差し上げていますので、
お気軽にお問い合わせください。

問  放送大学茨城学習センター
☎ ０２９―２２８―０６８３　
ホームページでも受け付けています。

放送大学 10 月生
募集のお知らせ

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

～ひきこもり専門相談と
　家族ミーティングのお知らせ～
　ひきこもり状態にある方を抱える家
族等を対象に、心理士、保健師等がか
かわり方の助言を行います。
　また、家族同士の交流ならびに、家
族がどのように本人にかかわっていく
か、考える話し合いの場として家族グ
ループミーティングを行っています。
　いずれも秘密は厳守されます。
※完全予約制
●日時：６月 21 日（水）・７月５日（水）
家族グループミーティング　午前 10
時～正午
専門相談　午後１時～午後４時
いずれも必ず事前に予約が必要です。
●場所：茨城県竜ケ崎保健所
●相談員：心理士および保健師（家族
グループミーティングにも参加しま
す）
●費用　無料
～精神保健相談のお知らせ～
●日時：６月 20 日（火）
　　　　午後２時～４時　
　　　　７月５日（水）
　　　　午後３時～５時
●場所：茨城県竜ケ崎保健所　１階　
相談室
●対象者：精神症状のある患者の家族、
本人
●相談員：医師および保健師

問 ・ 申  茨城県竜ケ崎保健所　保健指
導課
☎ ０２９７―６２ ―２３６７

茨城県竜ケ崎保健所
からのお知らせ

　夏休みの思い出に、親子でマグカッ
プなどを作ってみませんか。
●日時：７月 29 日 ( 土 ) 作陶
　　　　８月 19 日 ( 土 ) 作品受け渡し
午前９時 30 分～ 11 時 30 分
※ ２日間とも出席できる親子
●会場：「くりーんプラザ・龍」内陶
芸工房
●対象・定員：龍ケ崎市・利根町・河
内町に在住の小・中学生の親子合計
30 人募集。定員になり次第締め切り。
●講師：陶芸クラブ「どんぐり」　　
●費用：材料費として一人１００円
●製 作 物：一人一品
初参加の方はマグカップ
過去に参加したことがある方は、マグ
カップ以外の作品も製作できます。
●持ち物：タオル・エプロン・上履き

（スリッパなど）
●申し込み方法：７月 11 日（火）～
14 日（金）までに、電話または直接
窓口でお申し込みください。
午前９時～午後４時まで受け付け

問・ 申  龍ケ崎地方塵芥処理組合 施設
課（くりーんプラザ・龍内）
☎ ６０―１７７７

くりーんプラザ・龍
「夏休み親子陶芸体
験教室」のお知らせ

【お詫びと訂正】
広報とね５月号の 30 ページ「斉真
流　斉真ダンス教室　新スタジオ　
オープン記念一日体験レッスン募集
中」の記事中、曜日が「火」ではな
く、「水」となります。お詫びして
訂正いたします。

　家族の中に精神障がいの当事者を持

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

ケ崎市馴馬町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

　法務省と全国人権擁護委員会連合会

は、「いじめ」や児童虐待など子ども

をめぐるさまざまな人権問題に、積極

的に取り組むことを目的として、全国

一斉「子どもの人権１１０番」強化週

間を実施し、悩みを持ったお子さまや

保護者の方からの相談に応じます。

秘密厳守ですので，安心してご相談く

ださい。

●日時：６月 26 日（月）～７月２日（日）

　午前８時 30 分～午後７時まで（た

だし、土・日曜日は午前 10 時～午後

５時まで）

問  水戸地方法務局・茨城県人権擁護
委員連合会　☎ ０１２０―００７―

１１０（フリーダイヤル）

全国一斉「子どもの
人権１１０番」強化
週間のお知らせ

第８回歌謡コーラスバン
ド夏ライブ＆地域ふれあ
いカラオケ会のお知らせ

　バンド演奏とカラオケで楽しみませ
んか。カラオケ出演者を募集いたしま
す。皆さまお誘い合わせの上、ご来場
ください。
●日時：６月 18 日（日）午後１時～
４時まで
●場所：利根町生涯学習センター１階
多目的室（利根町中谷９６７）
●カラオケ出演：先着順 25 名（事前
にお申し込みの上、当日 CD をお持ち
ください。）
●入場料：無料
●その他：カラオケ出演の方は、参加
費 500 円、当日受付

問 ・ 申  歌謡コーラスバンド　斉藤　
☎ ６８ ―３６８２

　『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： ６月 14 日（水）正午～　
●場所：  利根町保健福祉センター  
●内容：懇談会　
●申し込み：不要
●参加費：実費
問  利根町地域包括センター
　（役場福祉課内）
☎ ６８―２２１１（内線３４８）

『 介 護 者 の つ ど い 』
のご案内

介護者リフレッシュ
日帰りバス旅行の

お知らせ

　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。介護を
している方ならどなたでも参加できま
す。日ごろの疲れを癒し、リフレッシュ
しませんか！
●日時：７月 14 日（金）　  
　　　　午前９時出発 
　　　    午後５時帰着予定
●行き先：香取市方面　
　  （佐原の大祭他周辺観光予定）
●参加費：1,000 円
●申込締め切り日： ６月 30 日（金）
※詳細は申込締め切り後、追って連絡
致します。

問 ・ 申  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


