
　成田線（我孫子－成田間）は、2021
年４月に開業 120 周年を迎えます。そ
の記念事業として、プレイベントを開
催します。成田線と千葉県内の鉄道写
真展や講演会で歴史を振り返り、鉄道
の魅力を発見してみませんか？
●展示期間：２月４日（火）～ 16 日（日）
●場所：我孫子市　生涯学習センター

アビスタ館内
●講演会日時：２月８日（土）

午後１時 30 分～３時
（午後１時開場）

●場所：我孫子市　生涯学習センター
アビスタ　１階ホール

●演題：「千葉の鉄道物語、成田線を
中心に」

●講師：内田龍哉（千葉県立中央博物
館　主任上席研究員）

●定員：100 名（先着順）
●申し込み方法：事前申し込み制

１月 16 日（木）
午前９時 30 分～
受付開始

（電話または、我孫子
市内の図書館にてお
申し込みください。）

～成田線沿線の風景を描いた
水彩画を百点展示（同時開催）～

「野崎信一　成田線水彩百選展」
●展示期間：２月４日（火）～ 16 日（日）
●場所：図書館布佐分館　２階

第一会議室
（布佐分館開館日にご来館くだ
さい）

●主催：我孫子市、
成田線活性化推進協議会

問・申  我孫子市民図書館
☎０４－７１８４－１１１０

成田線開業 120 周年
に伴う、記念事業
開催のお知らせ

列車交換　湖北駅

～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。
予防：カキなどの二枚貝は中心部まで

よく加熱して食べましょう。
調理器具などの消毒は、塩素系
漂白剤が有効です。
手洗い。（人の手を介する事例
が多いため・石けんでよく手を
洗いましょう。）

～腸管出血性大腸菌・
カンピロバクターについて～

　生または加熱不十分なお肉を食べる
と・嘔吐・下痢・発熱を発症すること
があります。その主原因は・腸管出血
性大腸菌やカンピロバクターという食
中毒菌です。
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 の半透明白色した糸のよう
な形をしています。
予防：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

COF F E E HOU S E

☎ ０ ２ ９ ７ ― ６ ８ ― ８ １ ５ ４

〒 300-1604　利根町横須賀 804-1
http://www.coffeetomtom.com/ス ペ シ ャ ル テ ィ コ ー ヒ ー を サ イ フ ォ ン

２杯立てゆったりとした空間で飲める店

　沖縄に近い南の島「ヨロン島」のサ
ンゴ礁の海と美しい自然の中で、全国
から参加する仲間との民宿での共同生
活や、さまざまな野外活動を（海水浴、
イカダ作り＆イカダこぎなど）を通し
て、友達づくりの楽しさを知り、お互
いに協力し助け合い、積極的にチャレ
ンジする心を養います。
　ぜひ、思い出に残る楽しい体験をし
てみませんか？
●日程：３月 26 日（木）

～４月１日（水）の６泊７日
●場所：鹿児島県大島郡与論町
●定員：300 名（２月末現在で、小

学２～６年生対象）
●締め切り日：３月５日（木）
●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。
～ちびっこ探険学校ヨロン島

説明会を開催します～
●日時：２月 11 日（火）・24 日（月）

午後２時～３時 30 分
●会場：国立オリンピック記念青少年

総合センター（NYC)
東京都渋谷区代々木神園町
3-1（センター棟３階）

●その他：入場無料、事前予約は不
要となります。お気軽にお
越しください。

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

ちびっこ探険学校
ヨロン島参加者募集

のお知らせ
●日時：２月 13 日 ( 木 )

午後１時～午後３時 30 分
（受付開始　午後０時30分から）

●場所：ホテルグランド東雲
　（つくば市小野崎 488-1）

●その他：参加を希望する方は、下記
問い合わせ先までご連絡く
ださい。

問  ハローワーク龍ケ崎
☎０２９７－６０－２７２７

障害者就職面接会
開催のお知らせ

●願書書類の交付日：１月８日（水）～
●受付期間：一般入学（新入学）

３月 12 日（木）～
25 日（水）

編入学・転入学
３月５日（木）～
10 日（火）

（土・日曜日、祝日を除く）
●出願方法：直接、本校窓口へご提出

ください。
問  茨城県立水戸南高等学校（通信制）

茨城県水戸市白梅 2-10-10
☎０２９－２４７－４２８４

水戸南高等学校
（通信制）生徒募集

のお知らせ

「あなたのいのちを守りたい。
暮らしを支える全国一斉

生活保護 110 番」開催～
　茨城青年司法書士協議会と全国青年
司法書士協議会では、生活保護に関す
る電話相談会を開催します。
●日時：１月 26 日（日）

午前 10 時～午後４時
●内容：生活保護に関する事
●電話番号：０１２０－０５２－０８８

（フリーダイヤル）
●その他：相談料無料・秘密厳守
問  茨城青年司法書士協議会　根本

☎０２９４－７３－０５７５

全国一斉生活保護
110 番（電話相談）

のお知らせ

高 齢 者 等 買 い 物 弱 者
移 動 販 売 事 業 ス タ ー ト！
　町では，商店の減少や高齢化社会に対応するため，買い物が困
難な状況におかれた高齢者や障がいを抱えた方等の買い物弱者を
対象とした「高齢者等買い物弱者移動販売事業」を始める準備を
しています。
　町内 28 箇所を販売拠点とし，2 週間に 1 回（火曜日もしくは
木曜日）の運行スケジュールをもとに，移動販売車を 30 分程度
停車いたします。
　水郷つくば農業協同組合に委託して，日常生活に必要な食料品
や野菜，日用雑貨品など約 100 種類を販売する予定です。
　準備が整い次第，販売拠点・令和２年 3 月までの日時等の詳細
については対象地区へ各戸配布にてお知らせいたします。
また，令和２年 4 月以降の詳細については，広報紙にて順次掲載
いたします。

対象地区
●早尾　●早尾台　●羽根野　●上曽根
●下曽根　●押付新田　●押付本田　●八幡台
●利根ニュータウン　●利根フレッシュタウン
●押戸　●立木　●羽中　●福木　●中谷
●立崎　●惣新田　●加納新田

移動販売車の運行などに関する問い合わせ
水郷つくば農業協同組合【販売委託先】
竜ケ崎地区本部　営農課　☎６２－２２１１
問い合わせ先
役場福祉課　高齢介護係　☎６８－２２１１（内線１２３）

※なお、荒天の場合には予告なしに販売を中止する場合が
ありますので、ご承知おきくださるようお願いします。

フライング
ディスクゴルフ教室

のお知らせ
●日時：毎週火・木・土

午前９時～ 11 時
●場所：龍ケ崎市総合福祉センター内

ディスクゴルフ場
（龍ケ崎市高須町 4145）

●参加費：無料（用具貸し出しあり）
●対象者：成人で元気な方（定員５名）
●その他：荒天中止。詳細について

は、下記問い合わせ先まで
ご連絡ください。

問・申  龍ケ崎担当　増田
☎０２９７－６６－０４９７

頭の体操
コントラクト・ブリッヂ

教室のお知らせ
～知的な大人の社交トランプゲーム～
　４人でテーブルを囲み、対面した２
組のペアが得点を競い合うトランプ
ゲームです。
　脳の活性化に良いと、世界中の知識
人に愛好者が多く、130 カ国１億人
以上の方が競技を楽しむ知的頭脳ス
ポーツです。
　ぜひ、友人などお誘いあわせの上、
お越しください。
●日時：毎週火・水・土

午後１時～４時
●場所：龍ケ崎市総合福祉センター内

アトリエ
（龍ケ崎市高須町 4145）

●参加費：無料（道具貸し出しあり）
●資料代：100 円（コピー代）
●募集人数：７名（年齢・性別問わず）
●その他：詳細については、下記問い

合わせ先までご連絡くださ
い。（午後５時以降））

問・申  増田
☎０２９７－６６－０４９７

（令和２年スタート時）
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