
　茨城県では、だれもが認知症につい
て正しく理解し、認知症の方とその家
族を地域で支え合う環境づくりを目指
して、さまざまな取り組みを行ってい
ます。
　町では年間を通して、利根町保健福
祉センターでは「もの忘れ予防講座」

「もの忘れ相談」、地域包括支援セン
ターでは「認知症サポーター養成講座」
などを実施しています。
　また、「公益社団法人 認知症の人と
家族の会 茨城県支部」では、介護家
族の交流会、電話相談、認知症カフェ
などを実施し、認知症の方と介護者へ
の援助をしています。
　実施日・内容などの詳細はお問い合
わせください。

問  役場福祉課
地域包括支援センター
☎６８－８９４１
利根町保健福祉センター
いきがい支援係　☎６８－８２９１
公益社団法人　
認知症の人と家族の会 茨城県支部
☎０２９－８２８－８０８９

９月は「茨城県認知症
を知る月間」です

　健康な体力の向上と相互交流の場と
して、楽しめる生涯競技です。皆さま
お誘い合わせの上、ご参加くださいま
すようお願い申し上げます。
●日時：10 月 27 日（土）

午前８時～午後３時（予定）
●場所：利根浄化センター

多目的広場
●参加費：500 円
●参加者：利根町在住・在勤の

18 歳以上の方
●申し込み方法：各地区に「開催案内

書」を配布いたしま
すので、必要事項を
記入の上、協会地区
担当者へお申し込み
ください。

●申込締め切り日：９月 27 日（木）
●その他：用具がない方はお申し込み

時にお知らせください。ま
た、飲み物、お弁当は各自
ご用意ください。

問  利根町グラウンド・ゴルフ協会
長谷川　芳夫　☎６８－６３２５

第５回利根町民
グラウンド・ゴルフ
大会開催のお知らせ

　最近、利根町にもベトナム人が増え
てきています。そこで、日ごろ彼らと
共存していくうえで必要なコミュニ
ケーションのひとつである『言葉』に
ついて勉強する教室を開設しました。
　ご興味のある方は、ぜひご参加くだ
さい。
●開催日時：毎週木曜日　午後２時～
●場所：利根フレッシュタウン

自治会館
●会費：1,500 円／月
●講師：ゴ・タイン・トウン　氏
●持ち物：教科書本（各自購入）
●主催：利根町国際交流会
●協催：利根 SGG クラブ
●その他：その他の費用は自己負担に

なります。
問  古谷　壽辰

☎６８－３２２５

●募集内容：土木技師・一般職員　
若干名程度

●試験日程：10 月 14 日（日）
●申込受付期間：９月３日（月）

～ 18 日（火）【必着】
申し込みは郵送のみ

●採用予定日：平成 31 年４月１日
●その他：受 験 資 格 な ど の 詳 細 は、

ホームページまたは問い合
わせ先までご連絡ください。

問  茨城県南水道企業団　総務課
☎  ０２９７－６６－５１３１
HP  http://www.ibananww.ne.jp/

ベトナム語教室
開設のお知らせ

茨城県南水道企業団
職員募集のお知らせ

　日赤利根町分区では、日本国内で発
生した災害で被災された方々を支援す
るため、次のとおり義援金を受け付け
ています。お寄せいただいた義援金は、
日本赤十字社を通じ被災された皆さま
にお届けしますので、皆さまの温かい
ご支援をお願いいたします。
●受付期間：平成 30 年大阪府

北部地震災害義援金・
平成 30 年米原市
竜巻災害義援金
９月 28 日（金）まで
平成 30 年７月
豪雨災害義援金
12 月 31 日（月）まで

●募金場所：役場１階イベントホール
TV 横に募金箱を設置し
ています。（土・日曜日、
祝日を除く）
　また、郵便局や銀行か
ら直接日本赤十字社に振
り込むこともできます。
振り込み方法の詳細は日
本赤十字社ホームページ

（http://www.jrc.or.jp）
でご確認ください。

問  役場福祉課　社会福祉係
☎６８－２２１１

（内線３３５・３４３）

災害義援金
ご協力のお願い

●日時：10 月 14 日（日）
午後２時～

（受け付け時間　午後１時～）
●場所：利根町公民館 ( 多目的ホール )

※駐車スペース（約 100 台）
に限りがございますので、
皆さまお乗り合わせの上、
ご来場くださいますよう、
お願いいたします。

●参加費：無料
●内容：『特殊詐欺防止講演会

～信じていいの？その電話～』
講師　茨城県取手警察署
地域課　利根地区交番所長
荒木　一博　氏

●定員：400 名
※定員になり次第、入場がで
きない場合がありますので、
ご留意願います。

●その他：主催　利根町区長会　
後援　利根町

多数のご参加をお待ちしております！
問  役場総務課（利根町区長会事務局）

☎６８－２２１１（内線５０３）

防犯講演会
開催のお知らせ

　自身の体力を知り、今後の健康増進
やスポーツ活動などに生かしていきま
しょう。幅広い各年代の方々の参加を
お待ちしています。
　※この体力テストは国民の体力 ･ 運
動能力の現状を把握するため、昭和
39 年度からスポーツ庁が調査を行っ
ているものです。
●日時：10 月 21 日（日）

午前９時～正午
午前８時 30 分までに集合

●場所：利根町立文小学校体育館
●対象者：20 ～ 79 歳
●種目：20 ～ 64 歳：握力、上体起こ

し、長座体前屈、反復横とび、
20 ｍシャトルラン、立ち幅
跳び
65 ～ 79 歳：握力、上体起こ
し、長座体前屈、開眼片足立
ち 10 ｍ障害物歩行、６分間
歩行

●参加費：無料
●持ち物：運動のできる服装、室内

シューズ、タオル、飲み物
●申し込み方法：お電話にてお申し込

みください。
（先着順となります）

●申込締め切り日：10 月５日（金）

問  ・ 申  利根町生涯学習センター
☎６８－３２６３

体力テスト実施
のお知らせ

◆ 自 衛 官 募 集 中 ◆

受験種目
防衛大学校学生（一般） 防衛医科大学校

一般 医学科学生 看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

受験資格 18 歳～ 21 歳未満の者　高卒者（見込み含む）または高専３年次修了者（見込み含む）

受付期間 ９月５日（水）～ 28 日（金）

試験期日
１次：11 月３日（土）および４日（日）
２次：12 月 11 日（火）～ 15 日（土）

のうち指定する日

１次：10 月 27 日（土）および 28 日（日）
２次：12 月 12 日（水）～ 14 日（金）

のうち指定する日

１次：10 月 20 日（土）
２次：12 月１日（土）または、

２日（日）のうち指定する日

待遇
その他

修学年限４年
卒業後約１年で３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後、２等陸・海・空尉

修学年限４年
看護師免許取得後、卒業後約１年で３
等陸・海・空尉

※詳細については、問い合わせ先までご連絡ください。また、自衛官候補生の募集受付は年間を通じて実施しています。

問  自衛隊茨城地方協力本部　龍ケ崎地域事務所　☎０２９７－６４－３３５１

東京電力パワーグリッドからのお知らせ
切れた電線にはさわらないで！
　台風や雷・豪雨の影響による樹木接触・倒壊や飛来物などにより、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。電線に樹木や看板などが接触している場合もたいへん危険です。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。ご連絡いただいた際、現地の様子をスマホ等写真で
提供いただくことについて、お願いさせていただく場合もございますのでぜひご協力ください。
　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）
停電情報は、東京電力パワーグリッドホームページまたは、右記 QR コードから読み込み確認いただけます。
HP http://teideninfo.tepco.co.jp/
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