
　町内の皆さま方のお宅では、60 歳
以上の方をすでに介護されている方も
多いことと思われます。
　その方々が一同に会し、お世話され
ている状況などを話し合い、共有して
改善することを目的に開催します。
　興味のある方はぜひ、お気軽にご参
加ください。
●日時：８月 24 日（金）

午後１時 30 分～３時
●場所：利根町

布川コミュニティセンター

問 	長島　平衛
☎０８０－１２７１－７７５５

～違法収集業者に注意！～
　各地区において、不燃物や資源、粗
大ごみの収集日に、金属や資源物など
を狙い集積所に来て収集をしている違
法収集業者が増加しております。
特　徴ー町に報告されたものー
●軽トラックで来る
●午前８時より前に来て、移動や収集
をしているなど
　町で収集している業者は、「一般廃
棄物処理業許可」を受けており、午前
８時より前に集積所で収集作業をする
ことはありません。
　心当たりがある方や集積所付近で不
審な人物・車を見かけた場合は、車の
ナンバー・車種・色などを控えて取手
警察署もしくは役場環境対策課までご
連絡ください。

問 	取手警察署　
☎０２９７－７７－０１１０
場環境対策課　
☎６８－２２１１　内線（２５２）

介護者友の会
からのお知らせ

役場環境対策課
からのお知らせ

『無料の歯科健診を実施します！』
　高齢者の口腔機能の低下や肺炎など
の疾病を予防するために、歯科健康診
査を実施します。
●対象者：後期高齢者医療被保険者で、

①昭和 17年４月１日～昭
和18年３月 31日生まれの
方（満75歳）
②昭和 12年４月１日～昭
和13年３月 31日生まれの
方（満80歳）
③昭和７年４月１日～昭和
８年３月 31日生まれの方
（満85歳）
※施設等入所者は除く

●受診期間：９月１日～ 12 月 31 日
（歯科医療機関の休診日
を除く）

●受診場所：茨城県歯科医師会に所属
の事業実施歯科医療機関

●受診方法：	受診を希望する方は、
実施歯科医療機関に後期
高齢者医療歯科健康診査
事業で健康診査を受診す
る旨を伝えて、予約をし
てください。

●持ち物：①「被保険者証」②「受診券」
③「受診票」④「健康手帳」
⑤「歯ブラシ」※「受診票」
の「問診項目」は事前にご
記入ください。

●健診内容：問診、口腔内の状態の検
査や、口腔機能の評価な
ど

問 	後期高齢者医療広域連合
事業課　保健資格班
☎	０２９－３０９－１２１２

後期高齢者医療広域
連合からのお知らせ

　『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：９月 12 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
☎６８－２２１１（内線３４８）

『介護者のつどい』
のご案内

●日時：９月３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

～平成 31 年４月１日採用職員募集～
●募集内容：技術職（機械）１名

（地方公務員）
●募集要件：①昭和 54 年４月２日

以降生まれの方
②高等学校以上を卒業し
た方
③第２種ボイラー・ター
ビン主任技術者以上の
免状を有する方
上記３つ全てに該当する
方が受験できます。
※日本国籍を有しない
方、地方公務員法第 16
条（欠格条項）に該当す
る方は受験できません。

●勤務地：茨城県龍ケ崎市板橋町
くりーんプラザ・龍

●試験日程：第一次試験
10 月 14 日（日）
第二次試験　
11 月下旬予定（第一次
試験合格者に別途通知）

●試験科目：第一次試験
教養試験、専門試験、
作文試験　
第二次試験　
個別面接試験

●試験会場：龍ケ崎地方塵芥処理組合
３階会議室

～受験願書の配布～
●配布期間：８月１日（水）～

９月 14 日（金）
（土・日曜日・祝日を除く）
※組合公式ホームページ
（http://business2.plala.
or.jp/ryujin/index.htm）
からもダウンロードでき
ます。

●受付期間：９月３日（月）～
９月 14 日（金）
（土・日曜日・祝日を除く）
持参または郵送（郵送の
場合は９月 14 日必着）

問 	龍ケ崎地方塵芥処理組合　総務課
龍ケ崎市板橋町 436 番地２
☎０２９７－６０－１７７７

　ryujin-soumu@bz03.plala.or.jp

龍ケ崎地方塵芥処理
組合職員募集の

お知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：９月９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：９月１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

大会議室
（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

折り紙飛行機教室
　とてもよく飛ぶ折り紙飛行機を作っ
て飛ばします。
●日時：８月 13 日（月）～ 15 日（水）

午後１時～２時 30 分
●場所：航空科学博物館　１階

多目的ホール
●費用：入館料のみ
問 	航空科学博物館
（千葉県山武郡
芝山町岩山 111-3）
☎０４７９－７８－０５５７

～利根川・小貝川における
水害の歴史写真パネル展示～

利根川・小貝川の過去における水害
の歴史についての写真パネルを展示い
たします。ご来場をお待ちしておりま
す。
●日時：９月３日（月）～７日（金）

午前９時～午後４時
●場所：押付地区水防センター

（上曽根運動公園隣）
●展示物：利根川・小貝川水害の写真、

利根町および周辺の洪水浸
水想定区域など
※展示物の内容については、
変更になることがあります。

問 	役場総務課　消防交通係
☎６８－２２１１（内線５０６）

航空科学博物館
イベントのお知らせ

水害の歴史写真
パネル展示のお知らせ

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
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