
事前予約は不要です。
　時間内はいつでも受け付けています
ので、お気軽にお越しください。
●日時：12 月 15 日（土）

午前 10 時～午後３時
●場所：取手ウェルネスプラザ

セミナールームＢ
●参加費：無料
●その他：自衛官候補生および一般曹

候補生の採用年齢の範囲
が、10 月１日以降、18 歳
以上 33 歳未満の男子およ
び女子に改正されました。
　なお、自衛官候補生の受
付は、年間を通じて行って
おります。

問  自衛隊茨城地方協力本部
龍ケ崎地域事務所
☎０２９７－６４－３３５１

１番機と初日の出を見よう
　元旦は朝５時に開館し、新年に成田
国際空港に飛来する１番機と初日の出
を５階展望展示室などからご覧いただ
きます。
●日時：平成 31 年１月１日（火）

午前５時開館
●場所：５階展望展示室など
●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

自衛官候補生
募集説明会

開催のお知らせ

航空科学博物館
イベントのお知らせ

冬のお風呂に気をつけて！
　急激な温度変化がもたらす身体への
影響を、「ヒートショック」といいます。
部屋の移動や入浴に伴う室温と浴槽の
お湯の温度差により、血圧が大きく変
動し、意識消失や、脳卒中、心筋梗塞
への危険が高まります。冬場に多く見
られ、高齢者は特に注意が必要です。
　入浴前に浴室や脱衣所を事前に温め
ておく、お湯の温度を 41℃以下に設
定する、飲酒後・食事直後・深夜の入
浴は控える、入浴前にご家族や周りの
人に声をかけるなどの注意点を守り、
ヒートショックを予防しましょう！

問  稲敷広域消防本部　救急課
☎０２９７－６４－３８４６

消防本部
からのお知らせ

　放送大学は、平成 31 年度４月入学
生を募集しています。
　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、さまざまな目的
で学んでいます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、約 300 の幅広
い科目があり、１科目から学べます。
　テレビによる授業だけでなく、学生
は授業をインターネットで好きな時に
受講することもできます。
●出願期間：第１回　平成 31 年

２月 28 日 ( 木 ) まで。
第２回　平成 31 年
３月 17 日 ( 日 ) まで。

●その他：詳細に関しては、お気軽に
お問い合わせください。

問  放送大学茨城学習センター
☎０２９－２２８－０６８３

放送大学４月生
募集のお知らせ

　多くの皆さまにご来場いただき、町
民の安心安全を守る消防団員・消防署
員の勇姿に応援をお願いするととも
に、第３部の若鳶会による梯
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遣りの実演をぜひご覧くだ
さい。
●日時：平成 31 年１月６日（日）

午前 10 時～
●場所：利根町役場　駐車場

（式典は役場イベントホール）
●内容：第１部…消防団員・消防署員

による観閲入場およ
び機械器具点検

第２部…式典（表彰）
第３部…龍ケ崎鳶職組合

若鳶会による梯子乗
り・纏振り・木遣り
の実演

問  役場総務課　消防交通係
☎６８－２２１１（内線５０１）

利根町消防出初式
開催のお知らせ

　平成 31 年１月の「介護者のつどい」
は、新年会を計画しています。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：平成 31 年１月９日（水）

午前 11 時～午後２時
●場所：海鮮うおすぎ
●内容：新年会
●申込締め切り日：12 月 26 日（水）
●参加費：1,000 円
●その他：詳細は、申込締め切り後、

改めてご連絡します。

問  利根町地域包括支援センター
☎６８－２２１１（内線３４８）
利根町社会福祉協議会
☎６８－７７７１

『介護者のつどい』
のご案内

●日時：平成 31 年１月７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

　事前予約は不要です。
●日時：平成 31 年１月 13 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

　「農業を始めたい方」「農業法人など
に就職したい方」「農業に関心のある
方」を対象にした、農場見学および就
農相談会を開催します。
●日時：12 月 15 日（土）

午前９時～午後４時
●場所：つくば市
●内容：農場の見学やネギの収穫体験、

および就農・就職相談会
●募集人数：30 名
●移動方法：貸し切りバス利用
●費用：無料（昼食代各自負担）

問  （公社）茨城県農林振興公社
☎０２９－３５０－８６８６

「農場見学＆
就農相談会 in 県南」

開催のお知らせ

　茨城県母子寡婦福祉連合会から、平
成 31 年度に小学校に入学するひとり
親家庭（母子家庭・父子家庭）のお子
さまに、入学祝品（学用品）を贈呈し
ます。該当児童のいるひとり親家庭で
祝品を希望される保護者の方は、以下
のとおり役場子育て支援課へ申請して
ください。
●申請事項：お子さまの①住所②氏名

③性別④生年月日
⑤保護者氏名⑥連絡先

●申込締め切り日：平成 31 年
１月 11 日（金）

申  役場子育て支援課　子ども福祉係
☎６８－２２１１（内線３３４）

問  茨城県母子寡婦福祉連合会
☎０２９－２２１－７５０５

ひとり親家庭で小学校
新入学児童に対する

入学祝品贈呈のお知らせ

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や倒壊などにより、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など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より確認いただけます。
http://teideninfo.tepco.co.jp/

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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