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～ 2019 年度親と子のよい歯の
コンクール募集について～

●対象者 ：満３歳～６歳（平成 25 年
４月２日～平成 28 年４月１
日の間に生まれた未就学児）
のお子さまと父または母

●応募方法：はがき、または FAX に
て親子の氏名（ふりがな）、
生年月日、郵便番号、住所、
電話番号、かかりつけ歯
科医院名または最寄りの
歯科医院名、歯科医院の
電話番号を記入し、お申
し込みください。

●応募締め切り日：６月 28 日（金）
【必着】

●その他：本コンクールで入賞歴があ
る方の再応募はご遠慮願い
ます。また、喫煙習慣のあ
る方は対象外となります。
詳細に関しては、お問い合
わせください。

問 ・ 申  茨城県歯科医師会 8020 事業係
〒 310-0911
水戸市見和 2-292-1
☎０２９- ２５２－２５６１
FAX ０２９- ２５３－１０７５

茨城県歯科医師会
からのお知らせ

～「水道週間」のお知らせ～
　６月１日から７日の１週間は「水道
週間」です。
　この期間中、当企業団では、水道に
ついて町民の皆さまに理解を深めてい
ただくため、下記スローガンをテーマ
に、ポスター掲示や水道未加入世帯へ
の加入促進活動などを行いますので、
ご協力をよろしくお願いします。

（第 61 回全国水道週間スローガン）
「いつものむ

いつもの水に
日々感謝」

問  茨城県南水道企業団　総務課庶務係
☎０２９７－６６－５１３１

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

～消費税軽減税率制度
説明会のご案内～

　竜ケ崎税務署では、本年 10 月１日
からの消費税率の 10％への引き上げ
に伴い、事業者の方を対象として、消
費税の軽減税率制度に関する説明会を
開催します。
　消費税の軽減税率制度は、本年 10
月１日からの消費税率の 10％への引
上げと同時に実施されます。取扱商品
の適用税率の確認や適用税率ごとの区
分経理など制度の実施に向けた準備が
必要となります。
●開催日時：①６月 11 日（火）

②６月 13 日（木）
③６月 17 日（月）

●開催場所：①龍ケ崎市文化会館
小ホール

（龍ケ崎市馴馬町 2612）
②牛久市中央生涯学習

センター　大講座室
（牛久市柏田町 1606-1）

③取手市役所
　藤代庁舎　大会議室

（取手市藤代 700）
●開催時間：①～③ともに、

午前 10 時～ 11 時 30 分
午後１時 30 分～３時

●その他：税務署にご連絡いただく際
は、税務署の電話番号に
おかけいただいた後、自
動音声案内に従って「２」
を選択してください。

問  竜ケ崎税務署　法人課税第一部門
☎０２９７－６６－１３０３

竜ケ崎税務署
からのお知らせ

2019 年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにすることを

目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。

　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資

料として利活用されます。調査時点は 2019 年６月

１日です。調査票へのご回答をお願いいたします。

～便利なマイナンバーカード
お申し込みください！～

　マイナンバーカードをお持ちであれ
ば、コンビニ交付サービス（住民票や
印鑑登録証明書などの取得）が利用で
きます。また、顔写真付の身分証明書
としてご利用いただけます。
　マイナンバーカードの申請手続きに
つきましては、郵送またはインター
ネットで行う必要があります。
　マイナンバーカードについて、ご不
明な点がございましたら、役場住民課
までお問合せください
問  役場住民課

☎６８―２２１１（内線２５４）

役場住民課
からのお知らせ

　事前予約は不要です。
●日時：６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

●日時：６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、 Ｄ Ｖ 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

　『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：６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

　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：６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

（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

～植えてはいけない「けし」の
発見にご協力ください～

　「けし」の仲間は、春から色鮮やか
で美しい花を咲かせ、観賞用として人
気があります。しかし、「けし」の仲
間には、法律で栽培が禁止されている
ものがあります。植えてはいけない「け
し」を発見した場合は、竜ケ崎保健所
までご連絡ください。
問  茨城県竜ケ崎保健所　衛生課

☎０２９７－６２－２１６３

茨城県竜ケ崎保健所
からのお知らせ

▲アツミゲシ（セティゲルム種）

植えてはいけない「けし」の一例

～政府主催慰霊巡拝事業参加者への
補助金交付のお知らせ～

　町では、今年度の新たな事業として、
戦争により肉親が亡くなった現地で、
慰霊、追悼を行いたいという遺族の要
望にこたえるため、政府が主催する慰
霊巡拝事業に参加する町内在住の戦争
遺族の方に対して旅費の一部を助成い
たします。
●対象者 ：・利根町に在住する戦没者

の遺族で、政府主催の慰
霊巡拝参加者内申要領の
参加条件を満たす方

・本町の町税を滞納してい
ない方

●補助金額 ：参加費の実支出額の３分
の１以内の額を補助。
ただし、５万円を上限と
します。

●その他：詳細につきましては、お問
い合わせください。

問  役場福祉課　高齢介護係
☎６８－２２１１（内線３３７）

役場福祉課
からのお知らせ
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