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　国民健康保険や医療・介護の問題で
困っていることはございませんか？お
気軽にお電話ください。
●日時：10 月 21 日（土）

午前９時 30 分～午後０時 30 分
●費用：無料
●内容：医療や介護サービスの利用、

費用や保険料負担で困ってい
ること、負担軽減策など。

問  茨城県社会保障推進協議会
☎０２９－２２８－０６００

国保・医療・介護
なんでも電話相談室

のお知らせ

講座名：建築 CAD（AutoCAD）基礎
●日時：12 月４日（月）、５日（火）、

７日（木）、11 日（月）、
12 日（火）、14 日（木）
午後６時～午後９時

●内容：AutoCAD による作図機能の
マスター、編集の仕方

●定員：20 名
●申込期間：10 月 10 日（火）～

10 月 31 日（火）
期間内必着

●申し込み対象者：Windows の基本
操作が出来る方

●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

がんばらない生き方
～人生を楽しく生きるために～
　生物学者・理学博士でありながら、
フジテレビ「ホンマでっか！？ＴＶ」
にも出演するなど、新聞・雑誌、テレ
ビなどで活躍中の池田清彦氏が講演い
たします。「人生を楽しく生きる」た
めのヒントとなるお話です。
●日時：11 月 18 日（土）

午後１時 10 分～３時 30 分
（開場時間：午後０時 30 分～）

●場所：茨城県県南生涯学習センター
※土浦市営駅東駐車場・駅西
駐車場・駅西口地下駐輪場を
ご利用のみ、２時間分の駐車
回数券の補助をいたします。

●入場料：無料
●定員：400 名（先着順）
●講師：池田　清彦　氏

（生物学者・早稲田大学教授）
●申し込み方法：10 月３日より

電話受け付け開始

問  ・申  茨城県県南生涯学習センター
☎０２９－８２６－１１０１

開所 20周年記念
講演会開催の
お知らせ

　龍ケ崎地方塵芥処理組合では、「龍ケ
崎市環境フェア 2017」において、リサ
イクルコーナーを開催します。住民の
皆さまがごみとして清掃工場に持ち込
んだ物を選別し、まだ使用できる状態
の木製家具・押入収納・衣装ケース・
雑貨・小物類などを、先着順または抽
選で希望者に無償提供いたします。
●日時：10 月 29 日（日）

午前 10 時～午後３時
●場所：くりーんプラザ・龍　

プラザ棟１階
（龍ケ崎市板橋町 436 番地２）

●提供品：①先着順での提供は、原則
お一人様一点とします。
②抽選には、当日ご来場さ
れた方のみ参加できます。
③ 転売目的、および営利
業者への提供はいたしませ
ん。

●その他：「龍ケ崎市環境フェア 2017」
の指定駐車場に車を停めて
ご来場ください。また、リ
サイクルコーナーの詳細に
ついては、組合ホームペー
ジをご覧ください。

問  龍ケ崎地方塵芥処理組合
施設課　管理係
☎０２９７－６０－１７７７

くりーんプラザ・龍
リサイクルコーナー
の開催のお知らせ

　「ピア相談会」は、小児慢性特定疾病児の子育て経験のあるピア相談員が、ご家族の思いに寄り添いながら、療育する上で
の不安や悩み事をお聞きする個別相談の場です。
　同じような経験を持つ仲間と気軽にお話ししてみませんか？どこにお住まいの方でもご参加いただけます。

「 ピ ア 相 談 会 」 の ご 案 内

　館内照明 LED 化工事などに伴い、
下記期間を臨時休館日とさせていただ
きます。
　ご理解とご協力のほど、お願い申し
上げます。
●休館日：11 月６日（月）～ 25 日（土）
●その他：営業再開は 26 日（日）

午前９時 30 分からとなり
ます。

問  龍ケ崎市農業公園豊作村
「湯ったり館」

☎０２９７－６０－１１２６

湯ったり館臨時
休館日のお知らせ

　高齢化が急速に進む中、ちょっとも
の忘れがある人は 65 歳以上の 13％、
85 歳以上の４人に一人は認知症状が
あるといわれています。
　住みなれた地域で暮らし続けるため
に、何が必要で、私たちは何ができる
でしょうか。
　認知症という病気について正しく学
び、認知症の人やその家族を支援する
活動に役立てるために、ぜひご参加く
ださい
●日時：11 月 15 日（水）

午後１時 15 分～４時
●対象者：過去に認知症サポーターを

受講している方 50 名
●会場：役場多目的ホール
●講師：国保診療所　中澤義明　医師

モデンナ・ケアサービス
　中川明子　氏
もえぎ野　高津信子　氏

●申し込み方法：役場窓口または電話
にて、お申し込みく
ださい。

問  ・申  役場福祉課　
包括支援センター
☎６８－２２１１

（内線３３６）

認知症サポーター
ステップアップ講座
開催のお知らせ

　開発途上国で活動する、JICA ボラ
ンティアの制度や内容についての説明
および経験者の体験談をお聞きいただ
けます。
●日時：10 月 28 日（土）

午後２時～４時
●場所：つくばイノベーションプラザ

大会議室
●対象：青 年　20 歳～ 39 歳

シニア　40 歳～ 69 歳
●参加費：無料（入退場自由）
●申し込み方法：当日直接会場へ

お越しください。
問  JICA 筑波　

研修業務・市民参加協力課　豊田
☎０２９－８３８－１１１７

JICA ボランティア
「体験談＆説明会」
開催のお知らせ

　里親制度とは、さまざまな事情によ
り、家庭での養育を受けることができ
ない子どもたちを、里親の家庭におい
て、温かい愛情と家庭的な雰囲気の中
で養育していただく制度のことです。
　県では、子どもたちの健やかな成長
のために、里親制度を積極的に推進し
ており、里親になっていただける方を
広く募集しています。
　里親には、迎え入れた子どもの養育
費として里親手当、生活費、学校教育
費などが支給されます。詳細について
は、問い合わせ先までご連絡ください。
問  茨城県土浦児童相談所

☎０２９－８２１－４５９５

里親を
募集しています

相談の対象疾患 相 談 日 時 間 実 施 場 所 問い合わせ先

神経・筋疾患／
てんかん

11 月 15 日（水）

午前 10 時～正午
午後 １ 時～３時

常 総 保 健 所
健康指導課
☎０２９７－２２－１３５１

慢性心疾患 11 月 21 日（火） 潮 来 保 健 所
健康増進課
☎０２９９－６６－２１１８

内分泌疾患 11 月 29 日（水） 鉾 田 保 健 所
健康指導課
☎０２９１－３３－２１５８

ダウン症 12 月 １ 日（金） 古 河 保 健 所
健康指導課
☎０２８０－３２－３０２１

糖尿病 12 月 15 日（金） 土 浦 保 健 所
健康増進課
☎０２９－８２１－５３９８

生物学者・早稲田大学教授　
池田　清彦　氏

種類 願書受付期間 試験日 募集内容

推薦入学 10 月２日～ 20 日 11 月１日
高校などの卒業者（見込み含む）

農業部…50 名（農学科 40 名・畜産学科 10 名）

園芸部…30 名（園芸学科 30 名）

農業大学校卒業者、短期大学などの卒業者

（見込み含む）

研究科（作物・園芸・畜産の専攻コース 10 名）

※詳細は問い合わせ先までご連絡ください。

研究科

11 月 13 日～ 12 月８日 12 月 14 日

一般入試（前期・各学科）

一般入試（後期・各学科） 平成 30 年２月５日～ 23 日 平成 30 年３月２日

平成 30年度茨城県立農業大学校入学生募集中　問  県立農業大学校　☎０２９－２９２－００１０


