
　医療費と介護サービス費の自己負担
額（食費・居住費などを除く）の合計
額が年間の基準額を超えた場合、基準
額を超えた分の額が支給されます。
　例年、後期高齢者医療保険に加入さ
れている方で、支給対象となる方には
１月中旬に案内を行っていますが、制
度の改正により本年から３月の中旬に
変更になります。通知が届きましたら、
案内に従って申請を行ってください。

問  役場保険年金課　後期医療係
☎６８－２２１１（内線２３９）

高額介護合算療養費
申請手続きの

お知らせ

　聞こえに困っていませんか？悩みを
相談したい方のための難聴相談会を開
催します。
　当日は、当事者や専門家より、聞こ
えに関する情報もお届けします！
　ご家族の方もぜひご参加ください。
●日時：１月 26 日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分
●場所：土浦市都和公民館第１会議室

（土浦市並木５丁目 4824-1）
●内容：● さまざまなコミュニケー

ション方法のお話
（難聴当事者より）

●要約筆記について
（要約筆記者より）

● 補 聴 器、 補 聴 援 助 機 器 に
ついて（補聴器取り扱い業
者より。展示あり。）

※ 当 日 は、 話 し 手 の 言 葉 を
文字にする要約筆記を行い
ます。

●参加費：無料
●申し込み方法： FAX またはＥメール

でお申し込みくださ
い（当日参加も可）

問  茨城県聴覚障害者福祉センター
やすらぎ
☎　０２９－２４８－００２９
FAX ０２９－２４７－１３６９

info@center-yasuragi.or.jp

難聴相談会の
お知らせ

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：１月 20 日（日）

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、 平 成 30 年 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

～平成 30 年国民健康保険税
納付額証明書を送付します～

　本年度より、昨年中（※１）に納め
た国民健康保険税の納付額を確認いた
だける『国民健康保険税納付額証明書』
を送付いたします。
　確定申告などの社会保険料控除の証
明にご使用いただけます。
●送付対象： 国民健康保険に加入して

いる方がいる世帯（※２）
●発送予定日：１月下旬ごろ
●注意事項： 特別徴収（年金からの天

引き）の方は、年金機構
から届く『公的年金等の
源泉徴収票』と重複して
申告をしないようご注意
ください。

●その他： 不明な点がございましたら、
お問い合わせください。

（※１）平成 30 年１月１日～
12 月 31 日に納付した額

（※２）この証明書の発送日現在

問  役場保険年金課　国民健康保険係
☎６８－２２１１（内線２４８）

自衛官候補生
募集説明会

開催のお知らせ

役場保険年金課の
お知らせ

～ノロウイルスについて～
　ノロウイルスが流行する季節になり
ました。健康保菌者も多く、知らない
うちに感染し、排菌しているかもしれ
ません。
対策：・手洗い。（ 石けんでよく、手

を洗いましょう。）
・食品は十分に加熱する。
・ 調理器具などの消毒には、塩

素系漂白剤を使用する。
～腸管出血性大腸菌・

カンピロバクターについて～
　焼肉やバーベキューなどで、生また
は加熱不十分な肉を食べると、嘔吐、
下痢、発熱を発症することがあります。
対策： 必ず中心部までよく加熱する。

焼く前はトング、焼けたら箸と
使い分けをする。

～アニサキスについて～
　刺身などの生魚を食べた後、８時間
以内に胃や腸に激痛が起こることがあ
ります。アニサキスという寄生虫が原
因で、体長２～３cm の半透明白色を
した糸のような形をしています。
対策：加熱、冷凍、除去

刺身などの場合、完全な除去が
難しいこともあり、十分に注意
が必要です。

問   竜ケ崎保健所　衛生課
☎０２９７－６２－２１６３

竜ケ崎保健所
からのお知らせ

　利根町議会では、町民の皆さまに、
より開かれた信頼される議会を目指
し、町議会の活動内容をお知らせする

「議会報告会」を毎年開催しています。
　どなたでも参加できますので、多く
の皆さまのご参加をお待ちしておりま
す。

●日時：２月２日（土）
午後１時 30 分～４時 30 分

●場所： 布川地区コミュニティセンター
３階多目的ホール

●内容： 議会定例会の議案総括報告　
および質疑・意見交換など

●その他：申し込みは不要です。

問  役場　議会事務局
☎６８－２２１１（内線３５１）

第８回議会報告会
開催のお知らせ

　『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：２月 13 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：２月４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：２月 10 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：２月２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 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

　利根町自治基本条例検討委員会で
は、利根町の実情に沿った自治基本条
例を策定するため、先行事例の調査・
研究や条例の名称および規定すべき内
容について検討を行っています。
　次回の委員会は、２月を予定してい
ます。また委員会は、原則としてどな
たでも傍聴可能です。
　開催日時や場所などの詳細について
は、お問い合わせください。

問  役場企画課　まちづくり推進係
☎６８－２２１１（内線２２６）

machisui@town.tone.lg.jp

利根町自治基本条例
検討委員会

からのお知らせ

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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