
～ギャンブル依存症研修会開催～
●日時：９月３日（火）

午後２時～４時
（受付時間：午後１時 30 分～）

●場所：阿見町総合保健福祉会館
「さわやかセンター」大会議室
（阿見町阿見 4671-1）

●申し込み方法：お電話にてお申し込
みください。

●申込締め切り日：８月 23 日（金）
問  竜ケ崎保健所　保健指導課

☎０２９７－６２－２３６７

竜ケ崎保健所
からのお知らせ

講座 No.T ７　アーク溶接特別教育
●日時：10 月１日（火）～３日（木）

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
●申し込み期間：８月５日（月）～

８月 26 日（月）
【期間内必着】

●持ち物：作業着など、
●申込方法：土浦産業学院ホームペー

ジまたは、往復はがきに
① 講 座 No. 講 座 名 ② 氏
名（ふりがな）③性別④
住所⑤電話番号⑥年齢
⑦職業⑧勤務先名をご
記入の上、申込期間内

（必着）に学院へ郵送（一
人１枚）にてお申し込
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。

【在職者優先】
●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

マイクロバス車両をレンタルされる方へ

●運転手付きマイクロバスの手配は、
国土交通大臣の許可を受けたバス
会社を利用しましょう。

・運転手付きの「白ナンバー」のマイクロ
バスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道
路運送法に違反するサービスです。

・道路運送法の許可を受けたバス会社（貸切
バス事業者）の正規のマイクロバスには「緑
ナンバー」が付いています。

・正規の貸切バス事業者には「運送引受書」
や「領収証」などの関係書類の交付が義務
づけられています。口答による契約は、法
律に違反するサービスです。

●レンタカーのマイクロバスには運転
手は付いていません。

・レンタカー会社からは、車を借りること
しかできません。

・レンタカーと運転手が一体的に提供される
サービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれ
る法律に違反するサービスです。利用する
のはやめましょう。

・また、運転を依頼した人などに、レンタカー
の手配をしてもらうことはできません。

・レンタカーを借りた場合には、車を借り受
けた利用者自身が運転しなければなりませ
ん（※）。

（※）車を借り受けた利用者自身が、自らの
意思で他の人に運転を依頼することはできま
すが、この場合、実際に運転する人の氏名な
どをあらかじめレンタカー会社へ申告してお
く必要があります。

●違法な「白バス」を利用して
事故に遭った場合、保険の適
用がないことがあります。

・違法な「白バス」を利用して、万が一、
事故に遭って負傷した場合、適切な
損害賠償がなされず、治療費などの
損害額を利用者自身が全額負担しな
ければならないケースもあります。

（国土交通省　関東運輸局）

　「農業を始めたい方」「農業法人など
に就職したい方」「農業に関心のある
方」のための農場見学および就農相談
会を開催します。
●日時：８月 24 日（土）

午前９時～午後５時（予定）
●場所：筑西市

（露地野菜や梨農家を訪問予定）
●内容：農場の見学や農業体験などの

実施および個別就農相談会
●移動：貸し切りバス使用
●募集人数：30 名（先着順）
●参加費：無料（昼食代各自負担）
問  （公社）茨城県農林振興公社

☎０２９－３５０－８６８６

「農場見学＆就農
相談会 in 県西」
開催のお知らせ

●一次試験日：９月 22 日（日）
●受験資格：●Ａ採用 昭和 61 年４月

２ 日 以 降 に 生 ま れ た 方
で、大学（短期大学を除
く）を卒業した方、もし
くは令和２年３月 31 日
までに卒業見込みの方
●Ｂ採用 昭和 61 年４月
２日から平成 14 年４月
１ 日 ま で に 生 ま れ た 方
で、大学卒業以外の方

●申し込み方法：インターネットから
の申請（電子申請）

●申込締め切り日：８月 22 日（木）
午後５時

●その他：身体基準のうち、身長およ
び体重が撤廃されました。
詳しくは、県警ホームペー
ジをご参照ください。

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

kenkei/

茨城県警察官
募集のお知らせ

マチを好きになるアプリ

android IOS

ダウンロードは下の QR コードから
※アプリの使用は無料ですが、

通信費は各回線ごとの負担とな
ります。

※広告が表示されますが、
町とは何ら関係はありません。問い合わせ先　役場総務課　秘書広聴係

☎６８－２２１１（内線５０７）

町 の 情 報 を ア プ リ で チ ェ ッ ク！
マ チ イ ロ ア プ リ の ご 紹 介

　新着情報と連動したプッシュ
通知機能や広報紙のオフライン
閲覧、オリジナルコンテンツ配
信など、さまざまな機能がある

「マチイロ」アプリを、ぜひダ
ウンロードして、いつでもどこ
でも、町の情報を手軽にチェッ
クしてみましょう！

～妊活会のご案内～
　不妊症について、助産師や不妊カウ
ンセラーと共に妊活ストレッチやミニ
講話を交えながら、疑問や悩んでいる
事、聞いてみたいことなど、みんなで
一緒にお話ししてみませんか。
　みなさんのご参加をお待ちしており
ます。
●日時：９月１日（日）

午後２時～４時
●会場：茨城県三の丸庁舎

（水戸市三の丸 1-5-38）
●対象者：不妊症について知りたい方

【女性限定】
●定員：15 名
●参加費：無料
●内容：誰にでもわかる妊活

～みんなでこころと体のスト
レッチ！～

●申し込み方法：お電話にてお申し込
みください。

●申込締め切り日：８月 26 日（月）
●その他：動きやすい服装でお越しく

ださい。
問  茨城県産婦人科医会

☎０２９－２４１－１１３０
午前９時～午後３時【平日】
HP http://www.ibaog.jp

茨城県不妊専門
相談センターからの

お知らせ

　独立行政法人国際協力機構（JICA）
は、開発途上国で現地の人々と同じ生
活をしながら、ともに働き、国づくり
に貢献するボランティアを募集してい
ます。
●募集期間：８月 20 日（火）～

９月 29 日（日）
●応募資格：青年海外協力隊・シニア

海外協力隊・日系社会
青年海外協力隊・日系
社会シニア海外協力隊
の方【20 歳～ 69 歳】

～募集説明会について～
●日時：８月 24 日（土）

午後１時 30 分～３時 30 分
（開場時間：午後１時～）

●場所：JICA 筑波
（つくば市高野台 3-6）

●その他：詳細については、問い合わ
せ先までご連絡ください。

問  JICA 筑波　連携推進課
☎０２９－８３８－１１１７
HP https://www.jica.go.jp/tsukuba/

JICA 海外協力隊
募集のお知らせ

～夏の旅行は茨城空港から
韓国・ソウルへ！～

　夏の韓国では、ソウルサマーセール
と呼ばれる外国人観光客向けのショッ
ピングイベントが開催され、ショッピ
ングモールや大型デパートでの買い物
をお得に楽しむことができます。
　また、ピンスと呼ばれる韓国かき氷
や冷麺など、夏に食べたいグルメも豊
富です。この夏には、日本に比べてカ
ラリとした空気で過ごしやすい韓国
で、ショッピングやグルメを堪能して
みませんか？
茨城空港ホームページ
HP http://www.ibaraki-airport.net/

茨城空港からの
お知らせ

▲韓国かき氷
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