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　利根町と利根写楽会の「協働」によ
る企画・運営のもと、例年９月下旬か
ら 10 月上旬にかけて開催しておりま
した「利根町写真展」につきまして、
今年度は、新型コロナウイルス感染拡
大防止の観点から中止となりました。
　楽しみにしていただいていた皆さま
には大変申し訳ございませんが、ご理
解をお願いいたします。
問  役場企画課　まちづくり推進係

☎６８－２２１１（内線３３２）
machisui@town.tone.lg.jp

「利根町写真展」
中止のお知らせ～ 真 夏 の 夜 の 灯 り の 祭 典 ～

　竹・木・紙・和紙・ペットボトルな
どで作成した行灯を展示します。
　暗闇の中に一つの光が灯り、それに
感応して周りが一斉に輝き出すような

「希望の光・希望の灯火」への一助に
なれれば幸いです。
●日時：８月 14 日（金）～ 16 日（日）

午後５時～８時
●場所：利根町横須賀 611-1
●入場料：無料
●その他：雨・風の強い日は中止。

３密を避けるため、各自マ
スクなどをご持参ください。

問  廣瀬
☎０９０－３１０９－８３３７

竹細工工房
常楽からのお知らせ

～看護の資格、もう一度
活かしてみませんか？～

　看護の仕事に復帰したいけど、ブラ
ンクがあって不安がある。一歩が踏み
出せない。復職したけど不安がある。
　そんなあなたを応援します！
●対象者
①離職後ブランクのある未就業の看護

職（保健師・助産師・看護師・准看
護師）で就業を希望している方。

②復職後１年未満で看護技術に不安の
ある看護職。

※新卒者は対象外となります。
●研修内容
詳しくはコチラ▶

（申込用紙付き）

問  茨城県ナースセンター
☎０２９－２２１－７０２１

カムバック
支援セミナー
のお知らせ

●１次試験日：９月 20 日（日）
●受験資格
Ａ採用 ･･･ 昭和 62 年４月２日以降の

生まれで大学を卒業した
方、または令和３年３月
31 日までに大学を卒業見
込みの方

Ｂ採用 ･･･ 昭和 62 年４月２日から平
成 15 年４月１日までの生
まれで、大学卒業以外の方

●応募方法：インターネットから
申請（電子申請）

●締切：８月 20 日（木）午後５時
●その他：身体基準から身長、体重が

撤廃されました。
詳しくは県警ホームページ
をご覧ください。

問  取手警察署
☎０２９７－７７－０１１０
HP https://www.pref.ibaraki.jp/

kenkei/

茨城県警察官募集
のお知らせ

　公園は多くの方が利用しますので、
次の事項に配慮していただきますよう
よろしくお願いします。
①公園内に粗大ゴミや家庭ゴミを

捨てるのはやめましょう。
②焚き火・花火は、火事の原因となり

ますのでやめましょう。
③早朝および深夜に騒ぐ行為は、近隣

の方の迷惑になるのでやめましょう。
問  役場都市整備課　都市施設係

☎６８－２２１１（内線２３３）

公園の利用方法
について

　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 10 月
には令和２年度の第２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
聞きたい方は是非ご連絡ください。
　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

講座名：アーク溶接特別教育
●日時：10 月６日（火）～８日（木）

３日間（午前９時～午後５時）
●内容：労働安全衛生法に基づく

特別教育
●定員：10 名
●申し込み期限：８月 24 日（月）
講座名：第二種電気工事士受験対策

（技能）Ｂ講座
●日時：10 月 17 日（土）、

18 日（日）、24 日（土）
３日間（午前９時～午後４時）

●内容：第二種電気工事士の技能
試験対策

●定員：25 名
●申し込み期限：８月 24 日（月）～

９月 14 日（月）
●申し込み方法

土浦産業学院ホームページの「スキ
ルアップセミナー」のページから電
子申請によりお申し込みください。
定員を超えた場合は、抽選による選
考となります。

●受講料：3,040 円
問・申  茨城県立土浦産業技術専門学院

☎０２９－８４１－３５５１
HP http://www.t-gakuin.ac.jp/
〒 300-0849
土浦市中村西根番外 50 番 179

茨城県立土浦産業
技術専門学院在職者
訓練の受講生募集

ピアノを弾いてみませんか？ピアノを弾いてみませんか？
一人一人のレベルに合わせて指導します。一人一人のレベルに合わせて指導します。
お気軽にお問い合わせください。お気軽にお問い合わせください。

利根町四季の丘利根町四季の丘
℡：080-1342-2503（10 時～ 16 時）℡：080-1342-2503（10 時～ 16 時）
E-mail：ka.takehana@gmail.comE-mail：ka.takehana@gmail.com

講師：竹花　和恵講師：竹花　和恵
イギリスでピアノ修士課程を修了イギリスでピアノ修士課程を修了

～夏の食中毒に注意しましょう～
　食中毒は１年を通じて発生します
が、気温・湿度が高くなる夏季は細菌
性の食中毒が多く発生します。
　家庭の食事でも食中毒が発生してい
ますので、以下の対策でしっかり予防
しましょう！
①手洗い
　調理前・食事前・トイレ後は、特に
丁寧に手を洗いましょう。
②加熱・消毒
　特に、生肉や加熱不十分な肉料理は
腸管出血性大腸菌やカンピロバクター
等の食中毒のリスクがあります。中心
部まで加熱するとともに、肉を焼く時
の箸と食べる時の箸は使い分けましょ
う。調理器具は熱湯や塩素系漂白剤で
の消毒が有効です。
③食品の管理
　購入した食品や調理後の食品を常温
で長く放置すると細菌が増殖しやすく
危険です。テイクアウトの弁当なども
できるだけ早く食べましょう！
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

　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。
●日時：毎週火・土

午後１時 30 分～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：100 円（資料代）
●募集人数：４名（年齢・性別問わず）
●その他：詳細については、下記まで

問い合わせください。
問・申  増田☎６６－０４９７（夕方）

頭の体操
コントラクト・ブリッヂ

教室のお知らせ

「 戦 争 と 茨 城 － 茨 城 郷 土 部 隊
史 料 保 存 会 所 蔵 史 料 か ら － 」
　戦後、半世紀以上史料の収集・保管
に努めてきた茨城郷土部隊史料保存会
の貴重な史料を中心に、明治以降日本
が経験してきた近代戦争約 70 年の歴
史を紹介します。（同時開催：体験プ
ログラム　昔のくらし）
●日時：９月 22 日（火・祝）まで

午前９時 30 分～午後５時
（入場は午後４時 30 分まで）

●休館日：月曜日
（祝日の場合はその翌日）

●入館料：一般 350 円、大学生 180 円、
満 70 歳以上 170 円

（９月 15 日（火）～ 21 日
（月・祝）までは、満 70 歳
以上の方入館無料）

問  茨城県立歴史館
☎０２９－２２５－４４２５

茨城県立歴史館
からのお知らせ

水戸城と歩兵第二連隊
（茨城郷土部隊史料保存会蔵）

●日時：毎週火・木・土
午前９時～ 11 時

●場所：ふるさとふれあい公園ディス
クゴルフ場（龍ケ崎市）

●参加費：無料（用具貸し出しあり）
●その他：詳細については、下記まで

問い合わせください。
問・申  増田☎６６－０４９７（夕方）

フライング
ディスクゴルフ教室

のお知らせ
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