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　3,100 台分の駐車場が無料の茨城空
港は、札幌・神戸・福岡・沖縄（那覇）
の４都市と中国（上海）へ就航してお
り、昨年度は約 61 万人に利用されま
した。
　今年度の秋以降につきましても、札
幌便は朝夕の１日２便、沖縄（那覇直
行便）も使いやすい時間帯でご利用で
きます。乗れば乗るほどお得な IBR マ
イエアポートキャンペーンを実施して
おりますので、この機会に是非ご利用
をお待ちしております。
チャーター便のお知らせ
　また、この年末年始 12 月 29 日（金）
から 1 月 7 日（日）の期間に初めて長
崎県（長崎・佐世保・雲仙方面）への
４回の連続チャーター便が催行されま
す。
　モナコ、香港とともに「世界新三大
夜景」に選出された長崎の夜景を始め、
東京ドーム 33 個分の日本最大のテー
マパークである「ハウステンボス」な
どがお薦めです。
　詳しくは、茨城空港ホームページを
ご覧ください。
問  茨城空港ホームページ

www.ibaraki-airport.net

茨城空港からの
お知らせ

　当企業団では、平成 29 年度に道路
および敷地内（水道メータまで）の水
道管漏水調査を行います。敷地内の調
査にあたり、皆さまのご協力をお願い
致します。（家屋内には入りません）
　なお、調査費は無料です。
●対象地区：羽根野・早尾・早尾台・

羽根野台・もえぎ野台・
横須賀・奥山・押戸・大
房・立木地区

●期間：11 月下旬～平成 30 年２月
下旬まで

●調査会社：株式会社　日本漏防コン
サルタント

●その他：ご不明な点がございました
ら下記までお問い合わせ下
さい。

問  茨城県南水道企業団管理課
☎６６－７５４４

～シルバー人材センター会員募集～
　町内在住者の方で、原則 60 歳以上
の健康で、元気に働く意欲のある方で
あれば誰でも大歓迎です。
　お気軽に下記の事務所へお問い合せ
ください。
●作業内容：剪定・除草、障子・襖・

網戸張り替え、公園清掃、
公共施設管理業務など。

問  利根町シルバー人材センター
☎６８－７８９６

tone1@sirius.ocn.ne.jp

利根町シルバー
人材センターからの

お知らせ

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

　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：12 月２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

●日時：12 月２日（土）、３日（日）
午前 10 時～午後３時

●場所：徳満寺境内
●内容：①青空市…長野県産りんごや

きのこなどの販売や、ＪＡ竜
ケ崎ほかによる地元新鮮野菜
の販売、フリーマーケット、
仙台刃物研ぎ
②野点…子どものお点前
③小林一茶地蔵尊ウォーク
④紙芝居

●その他：①、②は雨天中止、③は
12 月３日（日）午前９時
徳満寺集合となります。

問  地蔵まつりについて　大野 
☎０９０－６４７４－３１５３
小林一茶地蔵尊ウォークについて
川崎　☎６８－７４５８

第８回地蔵まつり
開催のお知らせ

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：12 月６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：12 月６日（水）

午後３時～５時
12 月 19 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

やさしい航空のはなし
「航空管制官の仕事

～君も管制官になろう～」
　元管制官・堀井不二夫氏による、航
空管制の仕組みとお仕事の様子をご紹
介いただく講演会です。将来管制官を
目指しているお子さま向けに、分かり
やすく解説いただきます。
●日時：11 月 26 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

●日時：12 月４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
（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）

　事前予約は不要です。
●日時：12 月 10 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：12 月 13 日（水）正午～
●場所：シュガーポット
●内容：忘年会
●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

労働保険の制度について
　労働保険とは、労災保険と雇用保険
を総称したもので、労働者とその家族、
事業主を守る制度です。
　労働者を一人でも雇っている事業主
は、労働保険の加入が義務づけられて
おります。
　保険制度の詳細および加入手続きに
ついては、問い合わせ先までご連絡く
ださい。

問  茨城労働局総務部労働保険徴収室
☎０２９－２２４－６２１３

～ 10 月１日「改正育児・介護休業法」
が施行されます。～
　保育所などに入所できず、退職を余
儀なくされる事態を防ぐため、育児・
介護休業法が変わりました。また、育
児をしながら働く男女労働者が、育児
休業などを取得しやすい環境づくりを
進めます。
　詳しくは、下記までお問い合わせく
ださい。

問  茨城労働局雇用環境・均等室
☎０２９－２７７－８２９５

茨城労働局からの
お知らせ


