
　事前予約は不要です。
●日時：12 月８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：12 月２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１２２）

無料法律相談の
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

石 の エ ビ ハ ラ株式
会社

フリークセス　℡ 0120-68-8751
利根町横須賀 1304（利根中学校前）
℡ 0297-68-8751　定休日：水曜日
URL…:…http://www.ishiebi.sakura.ne.jp/

墓石・燈籠・石材全般

　『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：12 月 11 日（水）正午～
●場所：シュガーポット

（利根町立木 1574-1）
●内容：忘年会
●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１３１）

『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：12 月７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

犯罪被害者週間（11 月 25 日～ 12 月１日）
　誰もが突然、事件や事故などにあう
可能性があります。被害にあわれた際
は、相談窓口や最寄りの警察署にご相
談ください。
　また、被害にあわれ
た方やそのご家族が回
復するためには、周囲
の方のご理解とあたた
かな支援が必要です。
　皆さまのご協力をお願いいたします。
問 …取手警察署
☎０２９７－７７－０１１０
茨城県警察
性犯罪被害相談「勇気の電話」
☎＃８１０３または、
☎０２９－３０１－０２７８

取手警察署
からのお知らせ

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
ギュっとちゃん

国保・医療・介護なんでも電話相談室

日 時：11 月 30 日（土）午前９時 30 分～午後０時 30 分
回答者：ケアマネージャー・ケースワーカーなど
内 容：医療や介護サービスの利用で困っている事、費用や

保険料負担で困っていることなど

相談料：無料
受け付け電話番号：０２９－２２８－０６００（０６０２）

　「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」のためのセミナー・相談会です。
　求人のある農業法人などが20数社、
農業の専門学校、JA やハローワーク
などが出展し、さまざまな就農の相談
に対応します。
●日時：12 月７日（土）

【セミナー】
正午～午後１時 30 分
【相談会】
午後１時～４時

●場所：イーアスつくば
２階イーアスホール
（つくば市研究学園 5丁目 19）

●その他：セミナーは予約が必要です。
入場・相談料無料・服装自由

問 …（公社）茨城県農林振興公社
☎０２９－３５０－８６８６

「新農業人フェア in
いばらき」（つくば市）

開催のお知らせ

～１８９（いちはやく）
ちいさな命に待ったなし～

　児童虐待は、社会全体で解決すべき
問題です。あなたの１本のお電話で救
われる子どもがいます。児童虐待かも
と思ったらすぐにお電話ください。
●受付電話番号：児童相談所全国共通

３桁ダイヤル
☎１８９
お住まいの地域の児
童相談所につながり
ます。

※連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守
られます。

11 月は
『児童虐待防止月間』

　発注者は、延べ面積 80㎡以上で特
定建設資材 ( コンクリート、コンク
リートおよび鉄から成る建設資材、木
材、アスファルト・コンクリート ) を
用いた建物の解体工事をする場合、建
設リサイクル法の届け出が必要です。
　なお、解体工事を行うには、自主施
工を除き、建設リサイクル法の解体工
事業の登録または建設業の許可が必要
になります。
問 …建設リサイクル法の届出について
茨城県県南県民センター
建築指導課 ( 宅地グループ )
☎０２９－８２２－７０７９
建設リサイクル法の
解体工事業の登録について
茨城県土木部検査指導課
☎０２９－３０１－４３８６

建築物を
解体予定の方へ

　東日本大震災の記憶の風化を防ぎ、
今後の防災対策に幅広く活用していた
だくため、東日本大震災の記録資料を
展示いたします。皆さまのご来場をお
待ちしております。
●日時：12 月２日（月）～６日（金）

午前９時～午後５時
●場所：役場　１階イベントホール
●展示物：地震・津波・液状化による

被害、避難行動の様子、復
旧・支援活動の様子、日ご
ろの備えなどのパネル

問 …役場総務課　消防交通係
☎６８－２２１１（内線３１６）

東日本大震災記録
資料展示のお知らせ

頼られてますます元気！

一般社団法人利根町シルバー人材センターです
0297-68-7896 までお電話ください

仕事も人材もお待ちしています！

　体の柔軟性の向上、バランス機能改
善と筋力づくりによい体操です。
　ぜひ、おいでください。
～３B 体操公開講座～
●日時：11 月 26 日（火）

午前 10 時 30 分～正午
●場所：利根町公民館　２階
●その他：見学・体験

11 月 28 日（木）・
12 月３日（火）
午前 10 時 30 分～

問 …白戸　☎６８－２３７５
～健康体操公開講座～
●日時：11 月 17 日（日）

午前 10時 30 分～ 11 時 30 分
●場所：利根町生涯学習センター

２階集会室
●その他：見学・体験

11 月 24 日（日）・
12 月１日（日）
午前 10 時～

問 …大出　☎６８－５０２２
≪共通事項≫
●持ち物：運動のしやすい服装、靴、

敷き物（タオル、マットな
ど。17 日は不要）飲み物

●参加費：無料

３B 体操・健康体操
公開講座のお知らせ

　県では、経済団体、労働者団体、行
政機関などが連携した「いばらき働き
方改革推進協議会」において、多様で
柔軟な働き方が可能な労働環境の整備
や、効率的な業務改善に向けた働き方
改革の推進に取り組んでいます。
　いばらき働き方改革推進月間を機会
に、すでに取り組んでいる企業・団体
の皆さまも、これから取り組んでみよ
うと考えている企業・団体の皆さまも、
出来る事から働き方の見直しを進めて
みましょう。
　詳しくは、県ホームページをご覧く
ださい。
問 …県産業戦略部　労働政策課
☎０２９－３０１－３６３５
…rosei1@pref.ibaraki.lg.jp

11 月は
「いばらき働き方

改革推進月間」
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