
一人で悩まず、ご相談を！（無料）
関東財務局水戸財務事務所では、地

域の皆さまからの相談を受け付けてお
ります。
●詐欺的な投資勧誘についての相談

（未公開株、社債、ファンド）
●電子マネー詐欺についての相談

（架空請求、サクラサイト）

問  ☎０２９－２２１－３１９５
月～金曜日（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時

（正午～午後１時を除く）
●多重債務についての相談
（借金・クレジットカード・各種

ローンの相談）

問  ☎０２９－２２１－３１９０
月～金曜日（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後４時 30 分

（正午～午後１時を除く）

財務省関東財務局
からのお知らせ

～稲敷広域消防職員募集～
●試験日：７月 22 日（日）
●会場：流通経済大学

龍ケ崎キャンパス（予定）
●職種：消防吏員（地方公務員）
●採用予定人数：20 名程度
●採用期日：平成 31 年４月１日
●受付期間：６月１日（金）～ 20 日（水）
●その他：詳しくは消防本部総務課ま

でお問い合わせください。
なお、稲敷広域ホームペー
ジにも掲載しています。

問  稲敷広域消防本部　総務課
☎０２９７－６４－３７４３

～熱中症は予防が大切～
これから暑い夏がやってきます。稲

敷広域消防本部では、平成 29 年中に
熱中症の傷病者を 100 人搬送しまし
た。｢こまめな水分補給、暑さを避ける、
暑さに負けない体力をつける｣ など、
熱中症は予防法を知れば防ぐことが可
能です！

また、小さなお子さんや高齢者は体
温調節が苦手なので、熱中症になりや
すく注意が必要です。体調管理を適切
に行い、楽しい夏を過ごしましょう！
※熱中症の詳しい情報は下記へアクセ
スしてください。
総務省消防庁
HP http://www.fdma.go.jp/neuter/

topics/fieldList9_2.html

問  稲敷広域消防本部　救急課
☎０２９７－６４－３８４６
HP http://www.inashiki-kouiki.jp/

稲敷広域消防本部
からのお知らせ

　税務署や国税局で「税のスペシャリ
スト」として、勤務する税務職員（国
家公務員）を募集します。
●受験資格 ：①平成 30 年４月１日に

おいて、高等学校また
は中等教育学校を卒業
した日の翌日から起算
して、３年を経過して
いない方および、平成
31 年３月までに高等
学校または、中等教育
学校卒業見込みの方

②人事院が上記①に掲げ
る方に準ずると認める
方

●試験の程度：高等学校卒業程度
●申し込み方法：【原則】インターネッ

ト申し込み（次のア
ド レ ス へ ア ク セ ス
し、説明に従い入力
してください。）
h t t p : / / w w w. j i n j i -
shiken.go.jp/juken.
html

●受付期間：６月 18 日（月）～
27 日（水）[ 受信有効 ]

【上記以外の場合】
郵送または持参

●試験日：第１次試験日９月２日（日）
第２次試験日 10 月 10 日

（水）～ 19 日（金）のいず
れかのうち指定する日時

問  関東信越国税局人事第二課試験係
☎０４８－６００－３１１１

（内線 ２０９７）
午前８時 30 分～午後５時

（土・日曜日および祝日は除く。）

平成 30 年度
税務職員採用試験の

お知らせ

～家族グループミーティング・
ひきこもり専門相談とお知らせ～

　ひきこもり状態にある方を抱える家
族などを対象に、心理士、保健師など
がかかわり方の助言を行います。
　内容など秘密は厳守されます。
●日時：７月 11 日（水）

家族グループミーティング
午前 10 時～正午【要連絡】
専門相談　午後１時～４時

【完全予約制】
●場所：茨城県竜ケ崎保健所
●相談員：心理士および保健師
●費用：無料
～精神クリニックのお知らせ～
●日時：７月４日（水）

午後３時～５時
７月 17 日（火）
午後２時～４時

●場所：茨城県竜ケ崎保健所
●対象者：精神症状のある患者の家族、

本人
●相談員：嘱託精神科医
●費用：無料

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

　平成 30 年度 10 月入学生を募集し
ています。放送大学は、テレビなどの
放送やインターネットを利用して授業
を行う通信制の大学です。10 代から
90 代の幅広い世代、約９万人の学生
が大学を卒業したい、学びを楽しみた
いなど目的で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
自然科学など、幅広い分野を学べます。
●出願期間：９月 20 日（木）まで。
●その他：詳細に関しては、放送大学

ホームページをご覧くださ
い。

問   放送大学茨城学習センター
☎０２９－２２８－０６８３

放送大学入学生
募集のお知らせ

●日時：７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、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）

無料法律相談の
お知らせ

～介護者リフレッシュ
日帰りバス旅行のお知らせ～

７月の「介護者のつどい」は、日帰り
バス旅行を計画しています。介護をさ
れている方が対象となります。日ごろ
の疲れを癒し、リフレッシュしません
か？ご参加お待ちしております。
●日時：７月 11 日（水）

午前９時　出発
午後５時　帰着予定

●場所：茨城県県北方面
（袋田の滝・竜神峡訪問予定）

●申込締め切り日：６月 25 日（月）
●参加費：1,000 円
●その他：詳細は、申込締め切り後、

改めてご連絡いたします

問  ・ 申  利根町地域包括支援センター
☎６８－８９４１
利根町社会福祉協議会
☎６８－７７７１

『介護者のつどい』
のご案内

　事前予約は不要です。
●日時：７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 　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：７月７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

第 60 回
「水道週間」

のお知らせ
６月１日（金）～７日（木）

水道週間スローガン

水 道 水
安全おいしい

金メダル

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
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