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INFORMATION 問 …問い合わせ先　申 …申し込み先

■　無料法律相談のお知らせ

▶日時　5 月 8 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（一人 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）

■　行政書士無料相談会

事前予約は不要です。
▶日時　5 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   佐川☎ 0297-66-2243

■　不動産鑑定士による不動産
無料相談会のお知らせ

不動産鑑定士が、不動産の価格な
どのご相談に無料でお答えします。
▶日時　4 月 20 日（木）
　午前 9 時 30 分～正午
▶場所
　みらい平コミュニティセンター　

２階研修室１
　（つくばみらい市柴峰ヶ丘 4-4-1）
▶申し込み方法

　当日会場にて受け付けいたしま
す。

問 一般社団法人
　 茨城県不動産鑑定士協会
　 ☎ 029-246-1222

■　茨城県竜ケ崎保健所から
　　お知らせ

〇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関わってい
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　4 月 19 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～
　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

〇精神保健相談のお知らせ
▶日時　4 月 18 日（火）
　午後 2 時～ 4 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
申・問 茨城県竜ケ崎保健所保健指

導課 ☎ 0297-62-2367
　（龍ケ崎市 2983-1）

■　桜づつみ「歴史本」の
　　完成のお知らせ

13 年前「町民の憩いの場、利根
町の新名所」を作る目的で植樹し
た 182 本の桜の木のうち、幹周り
80cm 以上が 45 本あり「茨城の宝
125 選」にも選ばれ脚光を浴びてき
ております。

そこで現在までの経緯を綴った歴
史本を町の公共機関に設置しました
のでご覧ください。
▶設置場所　利根町役場、布川地区

コミュニティセンター、利根町民
すこやか交流センター、利根町公
民館、利根町図書館、利根町生涯
学習センター、文間地区農村集落
センター

問 桜づつみ保存会　会長
　 三

み

谷
たに

　博
ひろし

 ☎ 090-4013-3733

■　ハローワーク龍ケ崎に
　　マザーズコーナーが新設

ハローワーク龍ケ崎では、マザー
ズコーナーを新設しました。子育て
をしながら就職を希望する方を支援
いたします。予約制なのでお子さま
連れでゆっくりご相談ができます。

また、今後コーナー内にキッズス
ペースの整備や子育て中の方に向け
たセミナーなどを実施予定です。
問 ハローワーク龍ケ崎
　 ☎ 0297-60-2727（41 ♯）
　（龍ケ崎市若柴町 1229-1）

■　我孫子市新廃棄物処理施設
　　整備に関する環境影響評価

方法書の縦覧

我孫子市では、新廃棄物処理施設
の建設を計画しています。

建設にあたって、千葉県環境影響
評価条例に基づき、環境への影響を
調査・予測・評価する方法を記載し
た「環境影響評価方法書」について、
調査地域の範囲である市町村を対象
に縦覧を行います。

環境保全の見地から同方法書に意
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。
▶縦覧期間　４月 18 日（火）
　～５月 17 日（水）まで
　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　任意の用紙に同方
法書の名称、住所、氏名、意見を
明記の上、千葉県環境政策課（〒

　260-8667　千葉市中央区市場町
1-1）へ持参、または郵送（6 月
1 日（木）必着）

問 千葉県環境政策課
　 ☎ 043-223-4646

▶環境影響評価方法書の説明会
取手会場
日時　４月 22 日（土）
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分
場所　取手市福祉会館２階Ｄ会議室
（取手市東 1-1-5）

我孫子会場
日時　４月 29 日（土）
　午後１時～午後３時
場所　我孫子市湖北地区公民館２階　

第１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

■　『介護者のつどい』のご案内

『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 10 日（水）　正午～
▶場所　シュガーポット（利根町立

木 1574－1）
▶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
　 （役場福祉課内）
　 ☎ 68-2211（内線 348）

■　茨城県立土浦産業技術
　　専門学院在職者訓練の
　　受講生募集

▶講座名　機械図面の読み方
▶日時　５月 27 日（土）、
　６月３日（土）２日間　
　午前９時～午後４時
▶場所　茨城県立土浦産業技術専門

学院
▶内容　製図の基本と規格の理解
▶定員　15 名
▶申込期間　４月 24 日（月）まで　

期間内必着

▶講座名　第二種電気工事士受験対
策（技能）Ａ

▶日時　６月 17 日（土）・18（日）・
24 日（土）３日間　

　午前９時～午後４時
▶場所　茨城県立土浦産業技術専門

学院
▶内容　第二種電気工事士の技能試

験対策※（持参品）試験で使う工
具など

▶定員　25 名
▶申込期間　４月 17 日（月）
　～５月８日（月）期間内必着
▶受講料　2,980 円

▶申し込み方法　土浦産業技術専門
学院ホームページからお申し込み
ください。（または、往復はがき
に①講座名②氏名③住所④電話番
号⑤年齢⑥職業（会社名）をご記
入上、当学院まで郵送。（一人１
枚））

　　定員を超えた場合は、抽選によ
る選考となります。抽選結果を
メール、または返信はがきで通知
いたします。当選者は受講決定通
知を受け取った後、本学院窓口で、
受講料を添えて申請をしていただ
きます。

問 茨城県立土浦産業技術専門学院 
　 ☎ 029-841-3551
　 （〒 300-0849　土浦市中村西根番

外 50）

■　男性・女性警察官募集中

受験資格が 32 歳以下になりました

▶一次試験日　５月 14 日（日）
▶受付期間　４月 25 日（火）まで　

※当日消印有効
▶受験資格　Ａ採用　昭和 59 年４

月２日以降生まれの大学卒業の
方、もしくは平成 30 年３月 31 ま
でに卒業見込みの方

　Ｂ採用　昭和 59 年４月２日～平
成 11 年４月１日生まれの方で大
卒以外（B 採用は平成 29 年 10 月
１日から勤務可能な方に限る）

※詳細は取手警察署、県警ホーム
ページを参照ください。

　お問い合わせ、および願書希望者
は　取手警察署☎ 0297-77-0110

　までご連絡ください。




