
図 書 館

だ よ り

利根町図書館　☎６８－８８６８
開館時間／午前９時 30分～午後５時
休館日／毎週月曜日、祝日、年末年始、

月末資料整理日、特別整理期間
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図書館カレンダー は休館日２月

特別整理期間のお知らせ
２月１日（月）から９日（火）まで休館になります
　図書の点検・整理と図書館システムの更新を行います。これにより、１月 31
日（日）午後５時から２月 10日（水）午前９時 30分までインターネットの蔵
書検索・予約を停止いたします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほ
どよろしくお願いいたします。なお、休館中の図書・雑誌の返却はブックポスト
をご利用ください。
※破損防止のため、ＣＤ・ビデオ、他の図書館から借りた資料 (相互貸借資料 )は、
　開館日にカウンターへ返却してください。

ガールスカウト茨城県第 24団様より児童用図書が寄贈されました

　11月 10日（火）に、ガールスカウト茨城
県第 24 団様より、防災やリサイクル、野菜
の栽培の本など児童用図書 63 冊が寄贈され
ました。子どもたちの調べ学習などで活用さ
せていただきます。ありがとうございました。
　寄贈された図書は、図書館１階「未来知的
文庫コーナー」にありますので、皆さまぜひ
ご利用ください。

▲寄贈された児童用図書

元気いばらき就職面接会（土浦会場）開催のお知らせ

日 時 １月 21日（木）
午後１時 30分～３時 30分（受付時間午後１時～）

会 場 県土浦合同庁舎　本庁舎３階　第１会議室
（土浦市真鍋 5-17-26）

参 加 企 業 約 20社
（県内に本社または勤務先がある事業所）

対 象 現在、お仕事をお探し中の方、どなたでも参加でき
ます。
※令和3年 3月卒業予定の学生の方も、企業の方から
説明を聞くことができます。

実 施 方 法 会場内に事業所ごとのブースを設置し、各事業所の
採用担当者と求職者が一堂に会し、対面方式により
面接選考や企業説明を実施。

備 考 ・履歴書を複数枚ご用意ください。
・新型コロナウイルスの感染防止のため、当日は
必ずマスク着用でご参加ください。

・各種相談コーナーがあります。
※「キャリアカウンセリング」「介護福祉職相談」
「就農相談」など

問い合わせ先
いばらき就職支援センター
県南地区センター
☎０２９－８２５－３４１０ ▲詳しくはコチラ

　新卒者を含む若年者や、離職された休職中の方を対象に、合同就職面接会を開催いたします。
　複数の企業の人事担当者と直接お会いできるチャンスですので、ぜひご参加ください。
　事前予約不要、参加費無料です。
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石 の エ ビ ハ ラ株式
会社
フリーアクセス　℡ 0120-68-8751　定休日：水曜日フリーアクセス　℡ 0120-68-8751　定休日：水曜日
℡ 0297-68-8751　利根町横須賀 1304（利根中学校前）℡ 0297-68-8751　利根町横須賀 1304（利根中学校前）
URL : http://www.ishiebi.sakura.ne.jp/URL : http://www.ishiebi.sakura.ne.jp/

墓石・燈籠・石材全般墓石・燈籠・石材全般

取手警察署からの
お知らせ

～１月 10 日は「110 番の日」です～
　110 番は、警察官に駆けつけてほし
いときの緊急通報ダイヤルです。
●事件、事故にあったら、見たら直ぐ

に現場から 110 番してください。
●もし間違えて 110 番をしてしまっ

たら、電話を切らずに間違いである
ことを説明してください。

●緊急の用件以外での 110 番は、
緊急通報の妨げになることもありま
す。緊急ではない警察への相談は
＃ 9110 へ電話してください。

～緊急は「110」、
相談は「＃ 9110」（24 時間対応）～
問  取手警察署

☎０２９７－７７－０１１０

～競争入札参加資格審査申請について～
　令和３・４年度において、茨城県南
水道企業団が行う競争入札に参加を希
望される方の申請の受け付けを行いま
す。提出する書類など・詳細につきま
しては、当企業団ホームページをご覧
ください。
●有効期限：令和３・４年度

（令和３年５月１日～
令和５年３月 31 日）

●受付期間：令和３年２月１日（月）
～２月 28 日（日）

【当日消印有効】
●提出方法：郵送
●申請業種区分：Ⅰ建設工事関係

Ⅱ測量・建設コンサ
ルタント関係

Ⅲ物品製造等、
役務提供、その他

問  茨城県南水道企業団　総務課
☎０２９７－６６－５１３１
HP http://www.ibananww.ne.jp

茨城県南水道企業団
からのお知らせ

布佐駅自転車駐車場
（東口）の定期使用
受け付けのお知らせ

　令和３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（土）

～２月５日（金）
●使用期間：４月１日（木）～

令和４年３月 31 日（木）
●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　4,200 円／年
原動機付自転車
8,400 円／年
※令和２年７月から料金
が改定されました。

●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（木）～４月
３日（土）（午前６時 30
分～午後６時 30 分）
４月５日（月）以降は、
月～土曜日（午前６時
30 分～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／ 12 時間
原動機付自転車
200 円／ 12 時間

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）

早尾天神社からの
お知らせ

　１月 24 日（日）に開催を予定して
おりました天神社祭は、中止となりま
した。お札・絵馬などの販売はしませ
んが、参拝はできます。

氏子一同　

とね七福神めぐり
中止のお知らせ

　第 29 回とね七福神めぐりは、コロ
ナ禍のため中止とさせていただきます。
利根ライオンズクラブ会長

猪瀬　光昭　
問  大越

☎０９０－４２４２－０５２０
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