
講座名：第二種電気工事士
受験対策（筆記）Ａ

●日時： ５月７日（火）・９日（木）・
14 日（火）・16 日（木）・
21 日（火）・23 日（木）
午後６時～午後９時

●内容： 第二種電気工事士の筆記受験
対策

●定員：25 名
●申し込み期限： ３月 11 日（月）～

４月１日（月）
【期限内必着】

●持ち物：指定する問題集
●申込方法： 土浦産業学院ホームペー

ジまたは、往復はがきに
①講座名②氏名③住所④
電 話 番 号 ⑤ 年 齢 ⑥ 職 業

（会社名）をご記入の上、
申込期間内（必着）に学
院へ郵送（一人１枚）に
てお申し込みください。
定員を超えた場合は、抽
選による選考となります。

●受講料：2,980 円

問  ・ 申  茨城県立土浦産業技術専門学院
☎０２９－８４１－３５５１
HP http://www.t-gakuin.ac.jp/
〒 300-0849
土浦市中村西根番外 50 番 179

　民謡・民舞の愛好者や団体、利根地
固め唄保存会による発表を行います。
　また、大勢の子どもたちも出演しま
すので、ぜひお越しください。
●日時：３月 23 日（土）午前 10 時～
●場所：利根町公民館　
●入場料：無料
●主催： 利根町「民謡・民舞の祭典」

実行委員会
●共催：利根地固め唄保存会

問  事務局　若松　☎６８－５５２１

茨城県立土浦産業
技術専門学院在職者

訓練の受講生募集

第６回利根町
「民謡・民舞の祭典」

開催のお知らせ

～カタクリ観賞会の開催～
　利根町大平 466 にある大平野生植
物園でカタクリ観賞会を開催いたしま
す。園では、数百のカタクリの花が皆
さまのお越しをお待ちしております。
●日時：３月 16 日（土）～ 24 日（日）

午前９時～午後４時
●場所：利根町大平 466
●その他： 自然の山を利用しておりま

すので、運動靴などでお越
しください。
また、車でお越しの方は、
駐車スペースがございます
のでご利用ください。

問  倉本　☎６８－８４５８
☎０８０－３１７４－８４５８

　人事院は 2019 年度（平成 31 年度）
に次の国家公務員採用試験を行います。
総合職試験（院卒者試験・大卒程度試験）
●受付期間：３月 29 日（金）～

４月８日（月）
●第１次試験日：４月 28 日（日）
一般職試験（大卒程度試験）
●受付期間：４月５日（金）～ 17 日（水）
●第１次試験日：６月 16 日（日）
一般職試験（高卒者試験・

社会人試験（係員級））
●受付期間：６月 17 日（月）～ 26 日（水）
●第１次試験日：９月１日（日）
●申し込み方法： インターネットにて

お申し込みください。

問  ・ 申  人事院関東事務局
☎０４８－７４０－２００６～８
HP http://www.jinji.go.jp/

saiyo/saiyo.htm

大平野生植物園
からのお知らせ

国家公務員募集
のお知らせ

　桜づつみ保存会は、利根町が誇れる
桜づつみにするべく日々活動を行い、
また、全国へ向けてのＰＲ活動も行っ
ています。今年開催予定の「茨城ゆめ
国体」には、県内外から多数の参加が
予想されるため、大々的に桜づつみを
ＰＲするチャンスと考えましたが、開
催時期が秋であるため、効果的なＰＲ
ができません。
　そこで国体当日に配布予定のグッズ
やチラシなどに桜の写真を掲載してＰ
Ｒすることに決定しました。
　つきましては、上記に使用する写真
を募集しますので、奮ってご応募くだ
さい。
～応募要項～
●内容：桜づつみの全景または、

トンネルの写真
●応募枚数：１人につき１枚
●サイズ：２Ｌ判
●応募方法：写真の裏面に、①住所

②氏名③電話番号を記載
の上、役場イベントホー
ルまたは、利根町公民館
に設置予定の応募箱に投
かんしてください。

●応募締め切り日：４月 26 日（金）
●その他：原則、応募いただいた写真

は返却いたしません。
また、応募いただいた写真
は、今後桜づつみ保存会の
活動の際に使用させていた
だく場合がございますの
で、ご了承願います。

問   桜づつみ保存会　三谷
☎０９０－４０１３－３７３３

利根町桜づつみの
写真募集のお知らせ

医療福祉費支給制度について
～重度心身障害者の

助成対象が追加されます～
　４月１日（月）から、『精神障害者
保健福祉手帳１級』をお持ちの方が、
医療福祉費支給制度（マル福）の助成
対象者に追加されます。
　助成を受けるためには、資格判定の
手続きをする必要があります。下記の
書類をそろえて、窓口での申請をお願
い致します。
●申請受付開始日：３月５日（火）
●必要なもの：● 対象となる方の健康

保健証　
● 精神障害者保健福祉

手帳
● 振込先の口座がわか

るもの（本人または
家族名義の預金通帳
やキャッシュカード
など）

●印鑑
（スタンプ式以外）

●注意： 年齢が 65 歳以上の方につい
ては、後期高齢者医療保険制
度の被保険者を対象としてい
ます。
平成 30 年１月１日現在の住
所が利根町でない方は、所得
の照会が必要となります。

問  役場保険年金課　医療福祉係
☎６８－２２１１

（内線２３７・２３８）

役場保険年金課
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：４月 10 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：４月１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：４月 14 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

～日本海から太平洋へ野宿＆
世界文化遺産・伝統文化体験の旅～

●期間：東北・関東地区
４月 29 日（月）～
５月４日（土）（５泊６日）
中部・関西・北陸・中国・
四国・九州地区
４月 30 日（火）～
５月４日（土）（４泊５日）

●場所： 金沢～五箇山～白川郷～郡上
八幡～名古屋

●定員：20 名（小学３年生～
中学３年生対象）

●内容： 野宿体験（２泊）、伝統文化
体験（和菓子作り・ささら作
り・ひで細工など）、世界文
化遺産（合掌作り）見学、野
外炊飯など

●申込締め切り日：４月５日（金）
【先着順受け付け】

●その他： 参加費など詳細については、
お問い合わせください。

問  ・ 申  公益財団法人
国際青少年研修協会
☎０３－６４１７－９７２１
HP http://www.kskk.or.jp

特別国内感動体験
プログラム参加者

募集のお知らせ

　皆さまお誘い合わせの上、ご来場を
お待ちしております。
●日時：３月 16 日（土）午後１時～
●場所：利根町公民館　多目的ホール
●内容：日本舞踊、新舞踊、民舞踊など
●出演：華の会、秀麗会、

日本のおどりよろこび座
●入場料：無料

問  鎌形
☎０８０－１３２３－７５５７

文化協会第３部門
発表会のお知らせ

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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