
　成年後見制度とは、記憶力などに障害があ

る認知症高齢者、知的障害者、精神障害者な

どの方に対して、財産管理などの面で支援す

る制度です。判断能力が不十分であるため、

法律行為による意思決定が困難な方について、

その生活全般にかかる必要な意思決定を代行

・支援します。

日　　時　9月21日(月)　午前10時～午後3時

　　　　　（受付　午前10時～午後2時）

相談内容　遺言と成年後見に関する相談

方　　法　面談による相談

予約電話　☎０２９３－０２－３１６６

（社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部)

※本相談は面談相談が原則です。

※時間の都合で受付できる件数に限りがあり

ますので前日までに電話にてご予約くださ

い。

問　社団法人成年後見センター・リーガルサポート茨城支部

�　　☎ 0293ー02ー3166

日　時　10月4日(日)　午前10時～午後3時

場　所　水戸福祉ボランティア会館

　　　　（水戸市赤塚1ー1）

内　容　(講師) 医学博士　捨田利外茂夫先生

　　　　水戸赤十字病院　外科部長

○個別相談、体験交流、ストマ用装具の展示、

説明等

料　金　1,000円 (昼食代等)

申込締切　9月30日(水)

駐車場は、会館内水戸市営駐車場をご利用く

ださい

問・申　㈳日本オストミー協会茨城県支部

　　　　☎ 029ー241ー8290

「全国一斉成年後見相談会」

人工肛門 　　　　　　　　　　
人工膀胱 

保持者のための講習会

県民選好度調査にご協力をお願いします

はかりの定期検査についてのお知らせ

里 親 制 度 に つ い て

司法書士による「法の日　無料相談会｣

不動産鑑定士による  不動産無料相談会

㈳日本リウマチ友の会茨城支部

公開講座「リウマチ教室」開催

人  工  内  耳  相  談  会

法　務　総　合　相　談

正しい軽油を使いましょう

行方市出身　茨城県新人演奏会新人賞受賞

藤原百子　ピアノ・リサイタル

魅惑の氷上エンターテイメント

｢プリンスアイスワールド2009 in 笠松｣

お 知 ら せ

　県では、新たな県総合計画を策定するにあ
たり、県民の皆さまのご意見やご要望などを
把握するために、９月17日(木) から５千人を
対象に県民選好度調査を実施いたします。
　調査対象者となり、お手元に調査票が届き
ましたら、お手数でもアンケートにお答えい
ただき、9月30日(水) までに返信願います。
問　茨城県企画部企画課　
　　政策・総合計画グループ
�　　☎ 029ー301ー2523

○当日持参するもの
①手数料（1台当たり520円～3,000円程度）
②受検通知ハガキ
③はかり（分銅・おもりも必ず持参）
問　商工観光課 (北浦庁舎)�☎ 0291ー35ー2111
　　茨城県指定定期検査機関社団法人茨城県計量協会
　　 (水戸市三の丸3ー14ー3)　☎ 029ー225ー7973
　　茨城県計量検定所検査課�☎ 029ー221ー2763

　取引又は証明に使用するはかりは、２年に
１回定期検査を受けなければなりません。
　行方市においても、今年度次の日程により
定期検査を実施いたしますので、最寄りの会
場で必ず受検するようお知らせいたします。
○定期検査日時・場所

日　　時
【水戸会場】10月1日(木)　午前9時30分～12時
【土浦会場】10月6日(火)　午前9時30分～12時
会　　場
【水戸会場】水戸市役所　1階ロビー
　　　　　　（水戸市中央１ー４ー１）
【土浦会場】茨城県県南生涯学習センター
　　　　　　（土浦市大和町9ー1  ウララビル5階)
申込方法　当日会場にてお申込ください。
問　社団法人　茨城県不動産鑑定士協会
�　　☎ 029ー246ー1222

日時　10月3日(土) 午前10時～午後3時
場所　鹿嶋市まちづくり市民センター
　　　（鹿嶋市立中央公民館）
　　　☎ 0299ー83ー1551
内容　借金、土地・建物、相続、裁判、会社

等に関するご相談およびこれに関連す
る登記相談

※相談は無料です。当日会場にて受付します。
問　茨城司法書士会　☎ 029ー225ー0111

日時　9月27日(日)　午後1時～4時30分
場所　県南生涯学習センター (ウララビル６階)
医療講演

坪井洋人先生（筑波大学膠原リウマチアレ
ルギー内科) ｢リウマチの新しい医療―生物
学的製剤を中心に―」
金森章浩先生（筑波大学整形外科講師）
「なぜ外科治療が必要か？－リウマチの人
工関節置換術を中心に―」
療養相談

坪井先生・近藤裕也先生（筑波大学膠原病
リウマチアレルギー内科)・金森先生 (筑波
大学整形外科講師）

費用　無料 (参加の事前申込や予約なども不要です)
問　橋田伸子　☎ 029ー857ー6680
　　菅田一枝　☎ 0295ー53ー1975

　親の都合（虐待、経済的理由、入院など）
で日常の生活が送れない子ども達が年々増え
ています。
　鹿行地区居住で里親制度に興味・関心をお
持ちの方々に参加をいただきながら、里親制
度について、子ども達との生活について里親
会会員を交えての話し合いを実施します。多
くの方々の参加をお待ちしています。
日時　9月26日(土)　午前10時～12時
場所　鹿嶋市まちづくり市民センター
　　　（鹿嶋市立中央公民館）
　　　☎ 0299ー83ー1551
問　鹿行里親会会長　大森貫次
�　　☎ 0299ー69ー0194

　自動車や各種機械の燃
料として使用される軽油
の購入代金には軽油引取
税という地方（県）税が
含まれており、皆さまの
暮らしを支える貴重な財
源となっております。
　灯油や重油等をそのままディーゼル車の燃
料として使用したり、これらと混和した軽油
を使用することは脱税行為であり、軽油引取
税が追徴されます。
　また、不良燃料の使用は不完全燃焼をおこ
し故障の原因となるだけでなく、その廃棄ガ
スによって地域の皆様に迷惑をかけ、環境に
も悪い影響を与える重大な犯罪です。
　豊かな自然環境をまもり、住みよい郷土を
つくるためにも、正しい軽油を使いましょう。
問　茨城県行方県税事務所　課税第一課　
�　　☎ 0299ー72ー0483

日　　時　10月4日(日)　午前10時～午後4時
　　　　　　※受付時間は3時までです。
場　　所　チェリオショッピングセンター (2階

チェリオホール) 鹿嶋市宮中290ー1
相談内容　境界争い、相続・贈与・売買など

の登記手続、抵当権の抹消手続、
地代家賃の供託手続、戸籍の届出
方法、成年後見制度、サラ金の取
立て問題、夫婦・親子など家庭内
の問題、近隣とのトラブル、セク
ハラ、子どものいじめ、ＤＶ問題
など

料　　金　無料
問　水戸地方法務局総務課
�　　☎ 029ー227ー9911

講　　師　筑波大学附属病院　
　　　　　耳鼻咽喉科医師　田淵経司 先生
個別相談
　筑波大学附属病院　田淵経司 先生
　下妻市古橋耳鼻咽喉科医院　古橋靖夫 先生
装用者体験発表・補聴器と補聴援助システム
の展示
期　　日　10月18日(日)
時　　間　午後１時～午後４時30分
場　　所　土浦市社会福祉協議会　４階　講

義講習室（土浦市大和町9ー1　土
浦ウララビル2階）

料　　金　無料
※駐車場は、土浦市営駅西駐車場、土浦駅前

商協駐車場などをご利用ください。
問　NPO法人　茨城県中途失聴・難聴者協会
�　　☎ 029ー857ー5138

モーツァルト、ショパンの名曲を演奏します。
日　時　9月19日(土)
　　　　　午後5時開演（4時30分開場）
会　場　茨城県天心記念五浦美術館エントラ

ンスロビー
定　員　300名 (当日午後３時より整理券を配

布いたします）
入場料　無料
問　茨城県天心記念五浦美術館
　　　〒319ー1703
　　　茨城県北茨城市大津町椿2083
�　　☎ 0293ー46ー5311
�　　■ 0293ー46ー5711

　国内外のトップスケーターたちが、音と光
に彩られたスケートリンクで世界水準の華麗
な滑りを披露する銀盤のエンターテイメント
ショーです！
日時　11月28日・29日 (1日2公演、計4公演)
　　　両日とも　
　　　第1回目　午前11時30分～午後1時30分
　　　第2回目　午後3時30分～5時30分
会場　笠松運動公園屋内水泳プール兼アイスス

ケート場 (ひたちなか市佐和2197ー28)
公演団体・出演者
①公演団体　株式会社プリンスホテル
②出演者　八木沼純子 withプリンスアイスワ

ールドチーム、荒川静香、本田武史、フィ
オナ・ザルドゥア(英) ＆ドミトリー・スハ
ノフ(露）

チケット
①発売期日　９月12日(土)
②チケット取扱い所
　笠松運動公園管理事務所
　　☎ 029ー202ー0808
　水戸京成百貨店プレイガイド 
　　☎ 029ー231ー1111(代)
　ＦＫＤショッピングモール宇都宮インターパーク店 
　　☎ 028ー657ー6534
　ローソンチケット
　　☎ 0570ー084ー003 (自動応答）
　　※ローソン全店舗のチケット端末 Loppi

で購入できます｡【Ｌコード 30102】
③料金　

アリーナ席：9,000円，Ｓ席：6,000円�
Ａ席：5,000円
ペアシート (２名１組)：11,000円
ファミリーシート (４名１組)：18,000円

問　笠松運動公演管理事務所
�　　☎ 029ー202ー0808
�　　■ 029ー202ー6661
�　　■ kasamatsu-sports@ibaraki.email.ne.jp
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朝 顔 カ ー テ ン だ よ り

　行き交う人々に涼しさを体感してもらおう
と麻生商店街にも朝顔カーテンが並びました。
この日は同時に ｢花で彩る人材育成講座受講生｣
のみなさんに
よる、竹鉢や
竹のハンギン
グに植えられ
た草花も飾ら
れ、訪れる人
々へのおもて
なし準備も整
ったようです。
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神栖市溝口1746－１
神栖市保健福祉会館

土浦市大和町９ー１　
ウララビル５階
県南生涯学習センター　小講座室Ⅱ

水戸市五軒町１－３－16
茨城司法書士会館

実 施 場 所

神栖会場

土浦会場

水戸会場

実施地区

玉造庁舎

北浦庁舎

北浦庁舎
（予備日）

麻生庁舎

場 所

10：30～12：00
13：00～15：00

10：30～12：00
13：00～15：00

10：30～12：00
13：00～15：00

10：30～12：00
13：00～15：00

時 間

2月16日 (火)

2月17日 (水)

2月18日 (木)

2月15日 (月)

月 日


