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シルバーリハビリ体操指導士

｢予防接種講演会｣開催

｢養成講座｣を開催します

遊びの広場〜講座編〜

市では現在約50名のシルバーリハビリ体操指導
士が｢元気な高齢者｣を増やすことを目標に、各地区
で運動教室を開催しています。3級取得後、講習を
受けてさらに２級、１級のシルバー体操指導士にな
ることが可能です。
◆日時・内容・会場

「下妻市立幼稚園・小中学校運動会」 案 内
日程について

『市文化祭市民美術展』
作品募集

◆日程・開催場所

平成26年度下妻市文化祭における作品を募集
します。出品資格は、市内に在住・在勤の方で
す。出品希望の方は、在住・在勤する地区の会
場にお申し込みください。

日時

開始時間
午前８時10分〜

９月13日(土)

９月27日(土)

10月11日(土)

午前８時30分〜

午前８時30分〜

午前８時45分〜
午前９時15分〜

幼稚園・学校名
下妻中学校
東部中学校
千代川中学校
大宝小学校・幼稚園
騰波ノ江小学校・幼稚園
総上小学校
豊加美小学校・幼稚園
宗道小学校
大形小学校
ちよかわ幼稚園

※雨天順延
※上妻小学校・幼稚園、高道祖小学校・幼稚園、下妻小
学校は５月に終了。

問

市学校教育課

内線2812

『プリザーブド・フラワーアレンジ教室』 募 集
受講生募集
プリザーブド・フラワーとは、生花でもドライでもな
い新しい花の形です。生花に特殊な技術を施し、フレッ
シュなままの柔らかさと発色を長期間楽しめます。
●期日

第1回 ９月25日(木)ドルチェ〜スイートに〜
第2回 10月24日(金)パルファン
〜より華やかに〜
第3回 11月21日(金)メリークリスマス
第4回12月19日(金)お正月に向けて〜和〜
●時間 (午前の部)午前10時〜正午
(午後の部)午後１時30分〜３時30分
●場所 砂沼サンビーチギャラリー
●定員 午前・午後 各20名 ※先着順
●受講料 １受講につき2,500円(花材費等含む)
●持ち物 新聞紙1枚、はさみ(文具用でOK)、ピンセ
ット
●申込期限 各開講日の一週間前まで

問

申

砂沼サンビーチ管理事務所

43‑6661

募集

●申込期間 ８月25日(月)〜９月10日(水)
●文化祭展示期間 11月１日(土)〜３日(月)
●申込方法 出品希望の方は、下記へ連絡し
てください。
<下妻地区>
〇展示会場 市立総合体育館・下妻公民館 他
〇募集作品 油絵・水彩画・版画・写真・書・
貼り絵・その他
・洋画(油絵・水彩画)
絵遊会：青木
44‑3290
・貼り絵
八色会：塚原
44‑2847
・写真
光風会：大野
44‑2704
・陶芸
陶芸クラブ：水谷 44‑6388
・書
書道同好会：柳
44‑5362
・その他
文化祭事務局
43‑2111
(内線2835・2836)
<千代川地区>
〇展示会場 千代川公民館
〇募集作品 絵画・写真・書・貼り絵・その他
・絵画・写真・書
千代川地区委員会：小島 44‑3672
・貼り絵・その他
千代川地区委員会：神田 43‑3613
※両会場ともに、１人２点以内。
※展示会場の準備・片付けがあります。

問

市生涯学習課

内線2836

月日
９月12日(金)
※水戸(市バスあり)
９月17日(水)
市役所第二庁舎
９月24日(水)
下妻公民館
10月１日(水)
市役所第二庁舎
10月８日(水)
市役所第二庁舎
10月15(水)
市役所第二庁舎

講習内容
介護予防とシルバーリハビリ
体操 解剖運動学 嚥下障害
市開講式 解剖運動学
シルバーリハビリ体操
解剖運動学
シルバーリハビリ体操
解剖運動学
シルバーリハビリ体操
解剖運動学
シルバーリハビリ体操
市閉講式
運動実技の進め方

時間は各日とも午前９時30分〜午後３時45分
※初回は水戸にある茨城県健康プラザで開催されま
す。市からバスを出します。
※全日程参加し、レポートを提出すると3級認定を
受けることができます。
◆対象者 市内在住のボランティア活動に興味の
ある50歳以上の方
※緊急のやむを得ない事情を除き、全日
程に参加できる方
※常時の仕事についておらず、ボラン
ティアに参加できる方
◆定員 20名(申込多数の場合60歳以上を優先)
◆申込方法 ９月５日(金)までに、下記にお電話
でお申し込みください。
◆持ち物 筆記用具、運動できる服装、昼食、保
険代300円

問

申

市介護保険課

内線1535

『エアロビクス・ストレッチ』
参加者募集

募集

がんばれ子育て応援講座では、子育て中のお母さ
んを対象に2回コースで講座を開催します。
●日時 9月24日(水)・10月1日(水)午前10時〜正午
●場所 ほっとランドきぬ
●対象 子育て中のお母さん ※託児有り(要予約)
●定員 20名 ※先着順
●参加費 無料
●持物 シューズ、タオル、飲み物
●申込期限 9月16日(火)まで

問

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

案内

現 在、ワク チン で防 げる 病気 がど のく らい ある
か、ご存知ですか。｢どんな種類があるの、どんな効
果があるの、副反応が心配、たくさんの種類を打っ
て大丈夫なのか｣など悩みがたくさん寄せられていま
す。また、10月より定期予防接種に水痘が導入され
ます。この機会に、安心して予防接種を選択できる
よう、一緒に学んでみませんか。
◆日時

９月30日(火)
午後１時30分〜３時(受付午後１時)
◆場所 下妻市保健センター
◆対象 下妻市在住で、就学前の乳幼児を持つ親
※先着50名
※希望者には保育をします(先着20名)
◆内容 ｢予防接種に関するお話し｣
◆講師 小児科医師 松田 恭寿 先生
◆申込期限 ９月26日(金)

問

申

市保健センター

43‑1990

『シニア元気クラブ』参加者募集

募集

いつまでも健康で自立した生活が送れるよう、｢シ
ニア元気クラブ｣の参加者を募集します。
参加者は教室の前後と中間の3日間は決められた日
にちに参加し、それ以外は3ヶ月間に都合の良い日に
8回通い、筋力トレーニング器械を使用した個別メ
ニューに添って運動を実施していただきます。
●日時

10月２日(木)〜12月28日(日)
午後２時〜４時
※10月２日(木)・11月６日(木)・12月４日
(木)は全員参加
●場所 ほっとランド・きぬ
●定員 15名 ※先着順
●対象者 65歳以上の市民で今まで筋力トレーニン
グ器械を使用したジム等に参加したこと
がなく、付き添いがなくても一人で参加
できる、要介護認定を受けていない方
●内容 体力測定、筋力トレーニング器械を使用し
た運動、介護予防の話
●持参する物 汗拭き用タオル、トレーニングシュ
ーズ(室内用)、飲み物
●参加費 保険料400円
●申込方法 ９月９日(火)午前９時〜受付します。
保険料を添えて介護保険課までお申し
込みください。電話では受付はおこな
いません。(運転免許証または健康保
険証、印鑑をご持参ください)

問

申

市介護保険課

内線1535

『公民館教室』受講生募集

『ボーイスカウト』隊員募集

〜いけばな教室〜

〜自然の中で仲間と楽しく活動しませんか〜

●日時

ボーイスカウト下妻第１団では、自然や社会と
ふれあいながら、楽しい遊びの中で、自分で考
え、自分で行動したり、フェアープレイの精神や
忍耐、誠実、責任などを学び自立心や創造力を養
うことを目的として活動をおこなっています。

９月27日(土)・10月５日(日)・12日(日)
11月９日(日) 計４回
午後１時30分〜３時30分
●場所 千代川公民館 創作室
●対象 市内在住・在勤の方
●定員 15名
●参加費 500円
●教材費 １回500円程度
●申込方法 来館、または電話にて直接お申込みく
ださい。
●申込期間 ９月３日(水)〜13日(土)
※休館日(月曜日)を除く
●受付時間 午前９時〜午後５時

問

申

千代川公民館

44‑3141

『公民館移動教室』参加者募集
●日時 10月４日(土)午前８時〜午後５時
●教室名 『江戸城歴史散歩の旅』
●定員 38名 ※定員になり次第締切
●内容 徳川将軍家の居城｢江戸城｣の史跡を巡ると
ともに、世界最大級の取引を誇る築地場外
市場を見学
●対象者 市内在住・在勤の一般成人
●参加費 1,500円(昼食は各自でお願いします)
●受付時間 午前９時〜午後５時
●申込方法 参加費を添えて、千代川公民館に来館
のうえ、お申込みください。
●申込期間 ９月５日(金)〜14日(日)
※休館日(月曜日)を除く

問

申

千代川公民館

44‑3141

『花のボランティア会員』募集
下妻市花のまち推進ボランティアクラブでは、随
時、会員を募集しています。
活動内容は、主に、春〜秋にかけて、坂本や大宝
〜若柳の県道沿いにある花壇の草花を育てることで
す。また、年に数回、市内にある保育園や老人ホー
ムを訪問し、子どもたちやお年寄りの方々と交流し
ながら花を植えたりします。興味のある方、ボラン
ティア会員になりたいという方はご連絡ください。
特に男性の方、大歓迎です。

問

花のまち推進ボランティアクラブ(増田)
44‑4855
市都市整備課 内線1725

●ボーイスカウトの構成
ビーバースカウト

小学校入学直前の
１月〜小学２年生

カブスカウト

小学校３年生(小学２年９月)
〜小学５年生

ボーイスカウト

小学校６年生(小学５年９月)
〜中学３年生

ベンチャースカウト

中学校３年生９月〜高校３年生
(18歳になった年度の３月末)

ローバースカウト

18歳〜25歳

見学や体験入隊、リーダー募集も随時受付けて
います。女子も入隊できます。興味のある方は、
気軽に、下記までご連絡ください。

問

申

ボーイスカウト下妻１団(須藤)
43‑6269(Fax兼用)

『下妻市民ソフトテニス大会』
参加者募集
●日時

一般女子の部
10月５日(日)８時30分集合
一般男子の部・初級の部(社会人男女)
10月12日(日)
雨天時：一般女子の部10月13日(月)
一般男子の部・初級の部10月19日(日)
●会場 下妻市営柳原球場テニスコート
●種目 一般女子の部(中学生以上)
一般男子の部(中学生以上)
初級の部(社会人男女)
●試合方法 ダブルスによるリーグ戦もしくは
トーナメント戦
●参加資格 市内在住、在勤または在学する社会
人および学生、もしくは下妻市ソフ
トテニス連盟に加入している者
●参加費 １チーム 1,000円
●申込期限 ９月14日(日)まで ※期日厳守
●申込方法 下記の申込先へお電話ください。

問

申

市ソフトテニス連盟事務局(市川)
090‑4835‑5226

『市長杯争奪ソフトボール大会』
参加チーム募集

募集

｢刃物研ぎボランティア｣開催

案内

〜切れる包丁で楽しい料理を〜

10月19日・26日(日)
※予備日11月２日(日)
●場所 小貝川ふれあい公園ソフトボール場
●参加資格 ①下妻市に在住または在勤する者で、
19歳以上(平成26年度に19歳にな
る者も可。ただし、高校生は不可)
②二重登録選手(市内チーム)の出場は
認めない。
●参加費 ①当連盟登録チームは、3,000円です。
②新規に登録する場合は、別途5,000円
が必要です。(千代川支部登録チーム
は、登録料5,000円は不要)
●代表者会議
〇日時 ９月６日(土)受付：午後６時30分
会議：午後７時
〇場所 下妻市立下妻公民館 学習室(２階)
〇その他 ①参加費(１チーム3,000円)は，代表
者 会 議 当 日 に 納 め て く だ さ い。ま
た，新規登録するチームは、登録費
5,000円と参加費3,000円を代表者
会議当日に納めてください。(千代川
支部登録チームは、登録費不要)
②申込用紙は、代表者会議当日に提出
してください。なお，申込用紙を
希望するチームは、問合せ先電子
メールに申込用紙希望の旨をお知
らせください。(必ずパソコンの電
子メールアドレスから送信してく
ださい)

◆日時 ９月26日(金)午後１時〜２時30分
◆場所 JA常総ひかり上妻支店
※次のようなものはご遠慮願います。
・サビが深いもの
・刃渡りが２㎝以下の刃物
・刃がノコギリ(ギザギザ)状の刃物
・本焼き刃物や業務用刃物、工具類など
・鉄スコップ、刀剣等

問

◆日時

●日時

市ソフトボール連盟(稲葉)
090‑7210‑5400
Eメールアドレス：ssa̲sports@yahoo.co.jp

小貝川ふれあい公園

絵画展｢身近な花と自然｣開催

案内

◆日時

９月７日(日)〜23日(火)
午前９時〜午後４時30分
※23日(火)は午後３時まで
※休館日 ８日(月)・16日(火)・22日(月)
◆場所 ネイチャーセンターギャラリー1
◆入館料 無料
◆共催 下妻水彩画クラブ

問

小貝川ふれあい公園
45‑0200

ネイチャーセンター

問

下妻市社会福祉協議会

44‑0142

｢江戸しぐさに学ぶ日本人の心
〜人間関係を円満に〜｣開催
◆日時

9月24日(水)
午後2時15分〜3時30分
◆場所 レイクエコー鹿行生涯学習センター
茨城県女性プラザ 多目的ホール
◆講師 山内 あやり 氏
(NPO法人江戸しぐさ理事)
◆定員 308名(先着順受付)
◆参加費 無料

問

申

レイクエコー ※月曜日を除く
0299‑73‑2300
(午前9時30分〜午後９時)

｢ときめきパーティー｣開催
10月５日(日)
午後１時30分〜４時30分
◆場所 アスカル幸手 2F会議室
[埼玉県幸手市平須賀2380‑1]
◆対象者 20代〜40代
未婚の男女各20名
※申込多数の場合は抽選
◆参加費 男性2,000円 女性1,000円
◆申込期間 ９月８日(月)〜22日(月)
◆主催 いばらきマリッジサポーター
県西地域活動協議会
五霞町マリッジサポーター連絡会
◆後援 五霞町・古河市・いばらき出会い
サポートセンター

問

申

五霞町マリッジサポーター
(午前10時〜午後5時)
(伊藤) 080‑5896‑3134
(金谷) 090‑6658‑8994
※つながらない場合は、ショートメールに
てお知らせください。後に連絡します。
※五霞町役場HPからも申込可。
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◆場所

※休館日でも図書のご返却のみの場合は、返却
ポストを利用できます。
ただし、CDやDVD等AV資料の返却がある
場合は、返却ポストは利用できませんので、
開館日に直接カウンターへご持参ください。
市立図書館
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市立図書館

43‑8811

『農地中間管理事業』
借受希望者募集
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募集

農地中間管理機構では、意欲的な農業者へ農地利
用の集積・集約化をおこない、農地の有効利用や農
業経営の効率化を図るため、機構が借り受けた農地
の借受希望者を募集します。
●募集時期
●募集地域
●申込方法

43‑8811

ふるさと博物館開館カレンダー/９月
月
１
休館
８
休館

問

９月13日(土)午前10時30分〜11時30分
午後2時〜3時
※参加は自由です。
市立図書館 児童室(おはなしコーナー)

30

※９月15日(祝)・9月23日(祝)は午前９時〜
午後５時まで開館
※９月16日(火)は臨時休館日
※９月24日(水)は、館内整理日のため休館

問

◆日時

問

9月30日(火)まで
下妻市全域
募集期間内に『農用地等の借受希望申
込書』を市役所農政課、または農地中
間管理機構へ直接ご提出ください。
『農用地等の借受希望申込書』は農政
課窓口で交付しています。

市農政課 内線2622
公益社団法人 茨城県農林振興公社
農地グループ(農地中間管理機構)
029‑239‑7131

浄化槽設置事業費補助金の申請受付は
終了しました

30

※９月17日(水)は臨時休館日です。

本年度の浄化槽設置に係る補助金の申請受付は、
予定していた予算額に達したため、終了しました。

問

問

下妻市ふるさと博物館

44‑7111

市生活環境課

案内

単位：円

〜おはなしの花たば〜
月
１
休館
８
休館

税制改正により、来年度から軽自動車税が変わります

℡内線1423・1424

現行税額

改正後税額

軽四輪車・乗用(自家用)
軽四輪車・乗用(営業用)
軽四輪車・貨物(自家用)
軽四輪車・貨物(営業用)
軽三輪車
原動機付自転車50cc以下

7,200
5,500
4,000
3,000
3,100
1,000

7

原動機付自転車50cc超90cc以下

1,200

2,000

〃

8

原動機付自転車90cc超125cc以下

1,600

2,400

〃

9

軽自動車二輪125cc超250cc以下

2,400

3,600

〃

10

二輪小型自動車250cc

4,000

6,000

〃

11

ボート・トレーラー(ボート牽引車)

2,400

3,600

〃

12

農耕用二輪

1,600

2,000

〃

13

農耕用四輪1000cc以下

2,400

3,000

〃

14

農耕用四輪1000cc超

3,100

3,900

〃

15

小型特殊自動車

その他

4,700

5,900

〃

16

ミニカー(マイクロカー)

2,500

3,700

〃

問

市税務課

案内

※今回調査の対象とならなかった世帯には、家
計簿等の調査票は配布されません。
※調査員には｢調査員証｣が交付されています。

市企画課

12,900
8,200
6,000
4,500
4,600
適用なし

※印は平成27年4月1日以降に登
録される新車のみ適用。
4月1日登録車は、その年度から
課税となります。既存の軽四輪
車および軽三輪車は、現行税率
のまま据え置きとなります。
○重課税額
平成28年度から、毎年4月1日
を基準日として最初の検査登録
日から13年経過した車両が対
象になります。

こころの電話相談

全国消費実態調査は、家計の構造を｢所得｣、
｢消費｣および｢資産｣の３つの側面から総合的に
把握することを目的として、９月〜11月まで
の３ヶ月間に渡って、我が国における家計の収
支および貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地
などの家計資産を総合的に調査します。
統計調査員が調査世帯へ家計簿等の調査票の
記入をお願いに伺った際には、調査へのご協力
をお願いします。
なお、調査により集められた記入内容は、
｢統計法｣によって厳重に保護されます。調査員
をはじめとする調査関係者が調査で知り得た内
容を他に漏らしたり、統計を作成・分析する目
的以外に調査票を使用することは絶対にありま
せん。これらの行為は、｢統計法｣により固く禁
じられていますので、安心してご記入くださる
ようお願いします。

問

10,800
6,900
5,000
3,800
3,900
2,000

内線1347〜1348

全国消費実態調査が
９月から始まります

◆調査対象地区

※
※
※
※
※

重課税額

1
2
3
4
5
6

若柳、鬼怒、鎌庭の一部
内線1218

相談

ご相談に関する秘密は厳守し、匿名でお受けしま
すので、ご安心してお電話ください。
◆電話相談日時

９月11日(木)
午前8時30分〜午後5時15分
◆電話番号 43‑2111(内線1572・1573)
受付の者が出ましたら｢こころの電話
相談｣とお伝えください。
◆相談内容 元気が出ない、気分が落ち込む、感情
が不安定になる、物忘れが多くなった
眠れない、アルコールの問題がある、
疲れがとれない、本人や家族、高齢の
方の様子の変化に悩んでいる、どこへ
相談すればよいかがわからない 等

問

市福祉課

内線1572・1573

身体障害児者生活相談・補装具巡回相談
身体障害者相談員が身体障害児者の生活等全般の
相談に応じます。また、補装具(補聴器・義肢・装具
など)の巡回相談も併せて受け付けますので、お気軽
にお越しください。
◆日時
◆場所

問

９月２日(火)午後１時〜３時
下妻公民館１階和室

市福祉課

内線1574

調停相談会

相談

身の回りの事でお困りの方は、秘密は厳守します
ので、ぜひ相談ください。裁判所の調停委員がお待
ちしています。ただし、裁判中、調停中の案件はご
遠慮ください。
◆日時

10月12日(日)午前10時〜午後３時
(受付時間 午前９時30分〜午後３時)
※先着順
◆場所 下妻公民館(市民文化会館隣)
◆相談内容 夫婦関係・親子関係・相続関係・扶養
関係・金銭関係・土地関係・交通事故
関係等
◆相談料 無料
◆主催 公益財団法人日本調停協会連合会
◆後援 最高裁判所

問

案内

県では、ワーク・ライフ・バランス【仕事と生
活(家事・育児・介護、趣味や自己啓発など仕事以
外の時間)の調和がとれていてどちらも充実してい
ること】を推進する企業を応援しています。
◆仕事と生活の調和支援奨励金制度
育児・介護休業法が努力義務としている休業制
度や短時間勤務制度等を導入し、実際に制度を一
定の期間利用した従業員がいた場合に、中小企業
主に対して奨励金(１人目30万円・２人目10万円)
を支給しています。奨励金の支給要件など、詳細
はお問合せください。
◆ワーク・ライフ・バランスセミナー講師派遣
事業のご案内
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の
取組を推進するため、企業や団体が主催するセミ
ナーへ無料で講師(県が委嘱したワーク・ライフ・
バランスアドバイザー)を派遣しています。(申込み
期限：平成27年2月13日まで)
ワーク・ライフ・バランスとは何か、どのように
取り組んでいけば良いのか、などについてぜひ学
んでみませんか。

問

公共下水道工事について

｢元気いばらき就職面接会｣開催 案 内

◆日時
◆場所

原・羽子地内において公共下水道工事を実施しま
す。工事期間中は、全面通行止(夜間開放)、片側交
互通行等の交通規制をおこないますので、ご協力
をお願いします。

学生を除く離職された求職中の方を対象に、合
同就職面接会を開催します。複数の企業の人事担
当者と直接会え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。

◆工事期間 ９月上旬〜12月下旬
◆工事内容 公共下水道本管および取出管布設工事
◆工事場所 原・羽子 地内

◆日時 ９月９日(火)午後１時30分〜３時30分
◆場所 県土浦合同庁舎 本庁舎３階 第１会議室
◆対象者 学生を除く若年者や求職者
◆参加企業数 約20社

10月７日(火)午後１時30分〜３時10分
常陸太田市民交流センター
パルティホール 大ホール
◆参加者 障害者、身体障害者相談員、知的障害者
相談員、精神障害者相談員、民生(児童)委
員、ボランティア、福祉団体等の関係者
および一般県民
◆講師 成田 真由美 氏(元パラリンピック水泳選手)
◆申込期限 ９月３日(水)まで

問

申

市福祉課

問

内線1574

｢障害者就職面接会｣開催

下妻調停協会(水戸地方・家庭裁判所
下妻支部内) 43‑6781

「ワーク・ライフ・バランス」
を推進する企業を応援します

「茨城県障害者福祉の集い」開催

県労働政策課 029‑301‑3635
県労働政策課ホームページ
http://pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/
rosei/

障害者の就職機会の拡大を図るため、｢障害者の雇
用促進のための就職面接会｣が開催されます。事前に
ハローワークへの参加申込みが必要となります。多
数の参加をお待ちしています。
◆日時・会場
水戸会場：９月25日(木)ホテルレイクビュー水戸
筑西会場：９月26日(金)結城市民情報センター
土浦会場：９月30日(火)ホテルグランド東雲
◇各日とも午後１時〜３時30分
(受付午後０時30〜)

問

申

ハローワーク下妻出張所

中小企業事業主の皆さまへ

職場意識改善助成金(テレワークコース)
について
問

市上下水道課 44‑5311

43‑3737

高齢者講習の早期予約をお願いします
犯罪被害者相談窓口

相談

〜１人で悩まずご相談ください〜
誰もが突然、事件や事故に遭う可能性がありま
す。犯罪の被害に遭われた方には、周囲の理解と温
かな支援が必要です。あなたの周りに犯罪被害に
遭ってお悩みの方がいる時は、窓口をご案内くださ
い。相談は無料です。

問

茨城県犯罪被害者相談窓口
029‑301‑7830(なやみゼロ)
茨城県警察 性犯罪被害相談｢勇気の電話｣
029‑301‑0278
(公社)いばらき被害者支援センター
茨城県公安委員会指定
犯罪被害者等早期援助団体
029‑232‑2736
犯罪被害者等支援シンボルマーク
｢ギュっとちゃん｣

いばらき就職支援センター県南地区センター
029‑825‑3410
※参加予定企業等の最新情報は｢元気いばら
き就職面接会ホームページ｣をご確認くだ
さい。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/
syoukou/rosei/h26mensetu/
index.html

満70歳以上の高齢者が運転免許証の更新をす
る際には、高齢者講習を受けていなければなりま
せん。
※満70歳以上…更新時の誕生日に70歳以上に
なる方
※受講期間…有効期間が満了する日の前６か月
以内
※講習案内…高齢者講習の日時や場所などの必
要事項は、茨城県公安委員会が、
受講対象者にハガキでお知らせし
ます。
満70歳以上で運転免許証を更新する方は、高
齢者講習を早期に予約するようにしてください。
予約は、講習のお知らせハガキに掲載してある自
動車教習所へお願いします。

問

厚生労働省では、｢労働時間等の設定の改善｣お
よび仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)の推進のため、終日在宅で就業するテレワーク
に取り組む中小企業事業主に対してその実施に要
した費用の一部(上限150万円)を助成します。
◆対象となる取組(一部)
○テレワーク機器等購入経費
(例)web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操
作するための機器
※パソコン、タブレット、スマートフォン
は対象となりません。
○保守サポート料、通信費
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周
知・啓発
○外部専門家(社会保険労務士など)による導
入のためのコンサルティング
※新規で導入、または試行的に導入している事業
主が対象になります。
詳しくはお問い合わせください。

問
茨城県警察運転免許センター高齢者講習係
029‑293‑8811(内線324・325)

テレワーク相談センター
0120‑91‑6479
URL http://www.tw‑sodan.jp/

