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クラシックギターを生涯の友にしてみませんか。

場所：利根町大字布川 253-350（利根フレッシュタウン内）
☎ 0297-85-5018 / 090-5439-3325　  h-igarashi@snow.ocn.ne.jp
HP：http://www.hiroiga-guitar.sakura.ne.jp/

五十嵐クラシックギタースタジオ
クラシックギター専門ギター教室

講師：五十嵐弘一　～プロフィール～
・第 27 回東京国際ギターコンクール３位入賞
・東京コンセルヴァトワール尚美クラシックギター科卒業
・公益社団法人日本ギター連盟正会員

　事前予約は不要です。
●日時：５月 10 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：５月 11 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

　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：５月９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：５月 13 日（水）正午～
●場所：取手桜が丘ゴルフクラブ

レストラン（取手市渋沼 1393）
●内容：昼食会
●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

　４月より、「利根町公民館」から「利
根町文化センター」へと、名称が変更
されました。
問  利根町文化センター

☎６８－７８８１

利根町公共施設
名称変更のお知らせ

　厚生労働省では、先の大戦による旧
主戦地域や遺骨収集が困難な海上での
戦没者の遺族を対象として、慰霊巡拝
を実施します。
●参加対象者：戦没者の配偶者、父母、

子、兄弟姉妹、参加遺
族（子・兄弟姉妹）の
配偶者、戦没者の孫、
戦没者の甥・姪

●その他：実施地域および申し込み方
法などについては、茨城県
ホームページまたは、問い合
わせ先までご連絡ください。

問  茨城県保健福祉部
健康長寿福祉課　長寿企画・援護
☎０２９－３０１－３３３７
HP www.pref.ibaraki.jp

令和２年度政府主催
慰霊巡拝のご案内

　里親制度とは、児童福祉における子ど
もの為の保護制度です。全国には、虐待
や経済的な理由で親と暮らせなくなった
子どもたちが約４万６千人います。
　そんな子どもたちの里親になり、家
庭の温かみを届けてくださいません
か？家庭で生活できる安心感を子ども
たちは求めています。
　里親になるには、登録の為の研修・
実習が必要になります。今年の６月に
は令和 2 年度の第１回目の里親登録
にむけた研修が予定されています。
　里親制度に興味があり、詳しく話を
聞きたい方は、ぜひご連絡ください。
里親は、令和の時代の新しい家族のカ
タチとなります。
問  茨城県里親制度等普及促進・

リクルート事業受諾施設
つくば香風寮
担当：増子・國松
☎０２９－８７５－３４５１

 fostercare.kidskohoo@gmail.com

子どもたちは
家庭（里親）を
求めています

一人で悩まず、ご相談を！（無料）
　関東財務局水戸財務事務所では、地
域の皆さまからの相談を受け付けてお
ります。
●詐欺的な投資勧誘についての相談
（未公開株、社債、ファンド）

●電子マネー詐欺についての相談
（架空請求、サクラサイト）
問  ☎０２９－２２１－３１９５

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後５時

（正午～午後１時を除く）
●多重債務についての相談
（借金・クレジットカード・各種

ローンの相談）
問  ☎０２９－２２１－３１９０

月～金曜日（祝日を除く）
午前８時 30 分～午後４時 30 分

（正午～午後１時を除く）

財務省関東財務局
からのお知らせ

　千葉県環境影響評価条例（平成十年
千葉県条例第二十六号）第二十五条の
規定により、我孫子市長から廃棄物焼
却施設の設置（我孫子市クリーンセン
ター整備事業）に係る環境影響評価書
の送付がありましたので、次のとおり
縦覧します。
●事業者の名称、代表者の氏名および

主たる事務所の所在地
我孫子市　我孫子市長　星野順一郎
我孫子市我孫子 1858 番地

●対象事業の名称、種類および規模
我孫子市クリーンセンター整備事業
廃棄物焼却等施設の新設
１日当たりの処理能力　120 トン

●対象事業実施区域
我孫子市中峠 2264 番地、2274 番地

●対象事業に係る環境影響を受ける
範囲であると認められる地域の範囲
千葉県我孫子市、柏市、印西市、
茨城県取手市、龍ケ崎市、利根町

●環境影響評価書およびこれを要約し
た書類の縦覧場所、縦覧期間および
縦覧時間

（１）縦覧場所
千葉県環境生活部環境政策課、
我孫子市行政情報資料室、
我孫子市環境経済部新クリーン
センター建設室、
柏市環境部環境政策課、
印西市環境経済部環境保全課、
取手市まちづくり振興部環境対
策課、
龍ケ崎市産業経済部環境対策課、
利根町環境対策課

（２）縦覧期間
４月 17 日（金）～５月１日（金）

（土曜日、日曜日および祝日を
除く）

（３）縦覧時間
午前９時～午後５時

問  千葉県環境生活部　環境政策課
☎０４３－２２３－４１３８

千葉県環境政策課
からのお知らせ

　飛行機工作教室
　お子さま向けのゴム動力飛行機をつ
くって飛ばす教室を開催します。
　作り方だけでなく、よく飛ばせるコ
ツなども説明します。
●日時：４月 29 日（水・祝日）

午後１時～２時 30 分
●場所：航空科学博物館「体験ホール」
●費用：300 円（材料費）
●定員：40 名（先着順・原則小学生以上）
●申し込み方法：当日受け付け
問  航空科学博物館

（千葉県山武郡芝山町岩山 111-3）
☎０４７９－７８－０５５７

航空科学博物館
イベントのお知らせ

有料広告　求ム！
　毎月発行する「広報とね」に広告を掲載して、あなたの
お店や会社を PR してみませんか？
半枠：5,000 円／月　全枠：10,000 円／月
　お気軽に、お問い合わせください。
問  役場総務課　秘書広聴係

☎６８－２２１１（内線３１４） ▲詳細はこちら！

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

剪定、除草 の他、ご家庭でのちょっとしたお困り事もご相談ください！

コミュニティセンター のご利用もお願いいたします。

ご利用申し込み

68 － 2849
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