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　事前予約は不要です。

●日時：10 月８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

　『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：10 月 11 日（水）

午後１時 30 分～

●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  利根町地域包括支援センター
（役場福祉課内）

☎６８－２２１１（内線３４８）

『介護者のつどい』
のご案内

　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：10 月 14 日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分

●場所：河内町中央公民館

（河内町長竿 3693-2）

●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

講座名：第一種電気工事士（技能）

●日時：11 月 11 日（土）、12 日（日）、

18 日（土）午前９時～午後４時

●内容：第一種電気工事士の技能試験対策

●定員：15 名

●申込期間：９月 19 日（火）～

10 月 10 日（火）

期間内必着
●申込方法：土浦産業学院ホームペー

ジまたは、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）をご記入の上、

申込期間内（必着）に学

院へ郵送（一人１枚）に

てお申し込 みください。

定員を超えた場合は、抽

選による選考となります。

●受講料：2,980 円

問 ・ 申  茨城県立土浦産業技術専門学院
☎０２９－８４１－３５５１

HP http://www.t-gakuin.ac.jp/

（〒 300-0849

土浦市中村西根番外 50）

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

　事前予約は不要です。

●日時：10 月７日 ( 土 )　

午前 10 時～午後３時

●場所：龍ケ崎市市街地

活力センター「まいん」

●相談内容：借金、土地・建物、相続、

裁判、会社などに関する

ご相談およびこれに関連

する登記相談

●その他：当日最寄りの会場においで

になれない方のために、茨

城司法書士会館で電話相

談も行います。

問  茨城司法書士会
水戸市五軒町１丁目３番 16 号

☎０２９－２２５―０１１１

●日時：10 月２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

～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、保健師等が関
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：10 月 18 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：10 月４日（水）

午後３時～５時
10 月 17 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

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

めざそう　住みよい　まちづくり
～行政相談週間～
10 月 16 日（月）～ 22 日（日）

　毎日の暮らしの中で困っているこ
と、望んでいることはありませんか？
　そんなときは、行政相談委員にご相
談ください。
●日時：毎月第３月曜日

午後１時～午後３時

（祝日の場合は、翌週に開設）

●場所：利根町民すこやか交流センター

●参加費：無料

問  茨城行政監視行政相談センター
☎０２９－２５３－１１００
☎０５７０－０９０－１１０

（全国共通ダイアル）

⑴小売りスタッフ講習

●日時：10 月 26 日（木）～ 11 月 14

日（火）（土・日曜日、祝日

を除く 10 日間の受講）

●内容：商品販売の基礎的な知識、

接客マナーの技術の習得

●受講料：無料

（交通費、昼食代は自己負担）

●申込締め切り日：10 月 13 日（金）

●会場：龍ケ崎市農業公園豊作村

●対象者：茨城県内在住で下記①、②

を満たす方

①ハローワークに求職登録

している 55 歳以上の方

②全日程の受講、合同説明

会に出席できる方

⑵フォークリフト運転技能講習

●日時：11 月１日（水）～ 11 月 20

日（月）（土・日曜日、祝日

を除く５日間の受講）

●内容：座学、実習、職場見学、合同

説明会など

●受講料：無料

（交通費、昼食代は自己負担）

●申込締め切り日：10 月 20 日（金）

●会場：龍ケ崎市労働基準協会

●対象者：茨城県内在住で下記すべて

を満たす方

①ハローワークに求職登録

している 55 歳以上の方

②全日程の受講、合同説明

会に出席できる方

③普通自動車運転免許をお

持ちの方

問 ・ 申  日建学院　つくば校
☎    ０２９－８６３－１１６６
Fax  ０２９－８５９－５３６９ 

スキルアップ講習の
お知らせ

司法書士無料法律
相談のお知らせ

●日時：９月 20 日 ( 水 )　

午後１時～午後３時 30 分

（受付開始　午後０時 30 分から）

●場所：ホテルグランド東雲

（つくば市小野崎 488-1）

●その他：参加を希望する方は、下記
問い合わせ先までご連絡
ください。

問  ハローワーク龍ケ崎
☎０２９７－６０－２７２７

障害者就職面接会
開催のお知らせ

　町の窓口業務や各種手続き、施設案
内などの行政情報や地域の情報をまと
めた「暮らしの便利帳」に掲載する広
告を募集します。
　掲載広告を募るため 10 月から（株）
サイネックスが町内の事業所（団体や
商店など）を訪問します。
発行時期：平成 30 年３月（予定）
発行部数：約 7,000 部
その他：詳細については、問い合わせ

先までご連絡ください。
問  広告の掲載について

（株）サイネックス　
☎０２９－８５８－０５７０
暮らしの便利帳について　
役場総務課　秘書広聴係　
☎６８－２２１１　
内線（５０５、５０７）

「暮らしの便利帳」
広告募集のお知らせ

利根町無料行政
相談会のお知らせ


