
～文庫講演会のお知らせ～
　利根町図書館では、魔女おばさんの
愛称で親しまれている「有

あ り

田
た

道
み ち

子
こ

」氏
を迎えて講演会を開催いたします。
●日時：３月 17 日 ( 土 )

午後１時 30 分～３時（予定）
（開場　午後１時）

●場所：利根町図書館
２階多目的ホール

●内容：魔女おばさんのお話会
●講師：有田道子　氏
●参加費：無料
～春休みこども映画会～
　「SING ／シング」（吹き替え）
　（2016 年アメリカ）108 分
　声の出演：内村光良、MISIA、

長澤まさみ
　個性豊かな動物たちが登場。名門劇
場の復活を目指し、歌唱コンテストを
企画、ステージに立つ動物たちの奮闘
を描いた作品。
●日時：３月 24 日 ( 土 )

午後１時～
●場所：利根町図書館　

２階多目的ホール
●入場料：無料

問  利根町図書館　☎６８－８８６８

利根町図書館
からのお知らせ
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図書館カレンダー

は休館日

●日時：３月 17 日（土）午後１時～
●場所：利根町公民館
●内容：日舞、新舞、民舞、創作など

の舞踊発表会
●入場料：無料

問  日本のおどりよろこび座
華

か

扇
せ ん

きれは
☎０９０－２９０１－７００２

文化協会第３部門
発表会のお知らせ

～たけのこ生産者の皆さまへ！～
　利根町産たけのこは、昨年６月８日
付けで出荷制限が条件付きで解除とな
りました。
　利根町産たけのこを出荷する場合に
は、竹林の所在地ごとに、たけのこの
放射性物質検査を実施し、町が発行す
る ｢たけのこ出荷可能生産者証明書｣
の交付を受ける必要がありますので、
ご注意ください。
　放射能検査の実施を希望する生産者
の方は、経済課農政係までお問い合わ
せください。

問  役場経済課　農政係
☎６８－２２１１　内線（３２６）

役場経済課から
のお知らせ

春季全国火災予防運動　稲敷広域消防本部　利根消防署

３月１日（木）～７日（水）
火の用心　
　　ことばを形に
　　　　　　　習慣に !

　人事院は平成 30 年度中に次の採用
試験を行います。
総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
●受付期間：３月 30 日（金）～

４月９日（月）
●第１次試験日：４月 29 日（日）
一般職試験（大卒程度試験）
●受付期間：４月６日（金）～ 18 日（水）
●第１次試験日：６月 17 日（日）
一般職試験（高卒者試験・

社会人試験（係員級））
●受付期間：６月 18 日（月）～ 27 日（水）
●第１次試験日：９月２日（日）
●申し込み方法：インﾀーネットにて

お 申 し 込 み く だ さ
い。

問  ・ 申  人事院関東事務局
☎０４８－７４０－２００６～８
HP http://www.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm

国家公務員募集
のお知らせ

　茨城県警察官の募集が始まります。
●１次試験日：５月 13 日（日）
●採用区分：男性Ａ採用　77 名程度、

女性Ａ採用　13 名程度。
昭和 60 年４月２日以降
生まれで、大卒もしくは
平成 31 年３月末までに
卒業見込みの方

●申し込み期限：４月 24 日（火）
消印有効

●その他：詳細は警察署・県警採用案
内ホームページ参をご覧く
ださい。

問  取手警察署　警務課
☎０２９７－７７－０１１０

（内線２１１）

茨城県警察官
募集のお知らせ

切れた電線にはさわらないで！
　積雪の影響による樹木接触・樹木倒壊などにより、電線が切れてしまう場合があります。
切れてたれ下がっている電線には、絶対に手を触れないでください。電線に樹木や看板、アンテナなどが接触している場合も
大変危険です。見つけたら、すぐに東京電力パワーグリッドへご連絡ください。
東京電力パワーグリッド　☎０１２０－９９５－００７　
　※０１２０番号をご利用になれない場合　☎０３－６３７５－９８０３（有料）
停電情報ツールは、以下により確認いただけます。

・TEPCO 速報：お住まいの地域を登録すれば、停電・雨雲・地域情報などをプッシュ通知でいち早くお知らせします。
　URL：http://www.tepco.co.jp/info/sp_app-j.html

・東京電力パワーグリッドホームページ
　URL：http://www.tepco.co.jp/pg/index-j.html

東京電力パワーグリッドからのお知らせ

～「設立 30 周年記念公演」
第５回利根町民謡・民舞の祭典

（合同開催）開催のお知らせ～
　茨城県指定無形文化財の「利根地固
め唄」も町の多くの方に支えていただ
き、設立 30 周年を迎えることが出来
ました。「利根町民謡・民舞の祭典」
の皆さまとともに記念公演を開催いた
します。町の無形文化財を守り続けて
30 年、ぜひこの機会にご覧ください。
●日時：３月 24 日（土）

午前 10 時～
●場所：利根町公民館　多目的ホール
●入場料：無料
問  利根地固め唄保存会　若松　充

☎６８－５５２１

利根地固め唄
保存会からの

お知らせ

～シルバー人材センター会員募集～
　町内在住者で、60 歳以上の健康で
元気に楽しく仕事をやってみたいと思
われる方であれば、誰でも大歓迎です。
　現在の会員数は、90 名（男 67 名、
女 23 名）で会員数 100 名以上を目標
としております。（11 月の募集で、男
性４名、女性２名が新会員となりまし
た。）
　お気軽に下記事務所までお問い合わ
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
Fax ６３－２９７７

tone1@sirius.ocn.ne.jp
HP http://www.tone-silver.jp

利根町シルバー
人材センターからの

お知らせ

講座名：第二種電気工事士受験対策
（筆記）Ａ

●日時：５月８日（火）、10 日（木）、
15 日（火）、17 日（木）、
22 日（火）、24 日（木）
午後６時～午後９時

●内容：第二種電気工事士の筆記受験
対策

●定員：25 名
●申し込み期限：３月 12 日（月）～

４月２日（月）
【期限内必着】

●持ち物：指定する問題集
●申込方法：土浦産業技術専門学院

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
●その他：本講座は実施予定であり、

変更が生じた場合は受講決
定者に通知いたします。

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
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