
　事前予約は不要です。
●日時：２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：２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、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

～栄橋（千葉竜ケ崎線）補修工事に
伴う交通規制について～

　下記期間に補修工事を行います。
渋滞が予想されるため、迂回などにご
協力ください
●施工期間：１月下旬～８月下旬
●規制時間：午後９時～翌朝５時

（片側交互通行）
●工事内容：支承交換・防護柵交換
問  竜ケ崎工事事務所　道路管理課

☎０２９７－６５－１２９７
～新利根川堆積土砂撤去工事（利根町

立木地内）に伴う交通規制について～
　工事期間中はご不便をおかけいたしま
すが、迂回通行などにご協力ください。
●施工期間：令和元年度

12 月中旬～３月上旬
●工事内容：河川堆積土砂撤去

（河道掘削）
●交通規制：全面通行止め（夜間開放）

町道 1190 号線
（立木新田橋から下流約
500 ｍ区間）
午前９時～午後５時

問  竜ケ崎工事事務所　河川整備課
☎０２９７－６５－１７１６

竜ケ崎工事事務所
からのお知らせ

　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

　『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 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１３１）

『介護者のつどい』
のご案内

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！

　茨城郷土部隊資料保存会では、戦争
に関する貴重な資料の散逸を防ぐとと
もに、収集・保存や展示することによっ
て後世に継承し、戦争の惨禍と平和の
尊さを考える場を提供しております。
　旧陸海軍に関する遺品や写真などの
史料をお持ちの方は、下記までご連絡
をお願いいたします。
問  茨城郷土部隊史料保存会　大高

☎０２９－２５４－３５２０
（FAX 兼用）

旧陸海軍の史料収集
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

フリーアクセス　℡ 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

●日時：２月 22 日（土）
午前 10 時～正午
ＦＰ・司法書士による
セミナー
午後１時～３時
ＦＰ・司法書士・キャリア
コンサルタントによる個別相
談会

●場所：いばらき就職支援センター
３階　会議室

（水戸市三の丸 1-7-41）
●内容・講師：「家計管理と自分磨き」

ファイナンシャルプラ
ンナー　高村　浩子氏

「養育費と民事執行法
改正」
司法書士　荘原　直樹氏

●持ち物：筆記用具
昼食（個別相談を受ける方のみ）

●参加費：無料
●定員：セミナー　30 名

個別相談会　各 4 名
※申し込み多数の場合は、

抽選となります。
●その他：車でお越しの方は、県三の

丸庁舎駐車場をご利用くだ
さい。無料利用券をお渡し
いたします。
託児付き（要予約・無料）
２歳以上

●申込締め切り日：２月５日（水）
問・申  社会福祉法人

茨城県母子寡婦福祉連合会
茨城県母子家庭等就業
自立支援センター
☎０２９－２３３－２３５５

ひとり親家庭等支援セミ
ナーおよび専門家による
個別相談会のお知らせ

～茨城空港から西安へ～
　10 月 27 日より、春秋航空が新た
に西安への定期便を週４便（火・木・土・
日）で運航開始しました。
　中国陝西省の省都である西安への就
航は、開港以来初めてとなります。
　かつて長安と呼ばれ、シルクロード
の東の起点にあたる西安では、秦始皇
帝陵や等身大の兵士や馬をかたどった
兵馬俑、世界遺産に登録された歴史的
な建造物の大雁塔などが有名です。
　ぜひ、茨城空港から西安へお出かけ
ください。
茨城空港ホームページ
HP http://www.ibaraki-airport.net/

茨城空港からの
お知らせ

▲大唐芙蓉園のライトアップ

　令和２年度の定期使用受け付けを開
始します。現在使用中の方も３月 31
日で使用期限が切れますので、４月１
日以降のご使用を希望する方は、必ず
申請してください。
●受付期間：１月 16 日（木）

～２月 11 日（火・祝）
●使用期間：４月１日（水）～

令和３年３月 31 日（水）
●募集台数：自転車：600 台

原動機付自転車
（125㏄以下）：50 台

●使用料金：自転車　3,720 円／年
原動機付自転車
7,320 円／年

●申請方法：申請書（自転車駐車場管
理棟に用意。）に必要事
項を記入し、管理棟のポ
ストに投函してくださ
い。( 免除申請をされる
方は、別途申請書（押印
欄あり）と各種証明書類
の写しなどの提出が必要
です。詳しくは、お問い
合わせください。)
※申請は１人１台に限り
ます。

●使用料の納付：３月上旬に郵送する
納付書に記載の金融
機関で、使用料を納
付してください。定
期シール交付時に領
収書が必要となりま
すので、大切に保管
してください。

●交付について：領収書を管理棟に持
参し、定期シールの
交付を受けてくださ
い。

●交付日時：３月 25 日（水）～４月
４ 日（ 土 ）（ 午 前 ６ 時
30 分～午後６時 30 分）
４月５日以降は、月～
土曜日（午前６時 30 分
～午前９時 30 分）

●一時使用：一時使用される方は、
券売機で駐車券を購入し
てください。
一時使用料自転車
100 円／日
原動機付自転車
200 円／日

問  公益社団法人
我孫子市シルバー人材センター
☎０４－７１９３－８０９１
平日（午前８時 30 分～午後５時）

布佐駅東口自転車
駐車場の定期使用

受け付けのお知らせ
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