⑧地上デジタル放送の推進に係る受信機購入支援について
2011 年 7 月までに「地上デジタル放送」対応に切り替えていただかないとテレビを見ることがで
きなくなります。
「地上デジタル放送」を見るためには、地上デジタルテレビに買い替えるかお手持
ちのアナログテレビに「地上デジタルチューナー」をつなぐなどの必要があります。
総務省では、経済的な理由で地上アナログ放送から地上デジタル放送に移行することが難しい世
帯に対する支援を予定しています。今回、そのための簡易なチューナーの無償給付の支援を行います。
【支給を受けられる方】
ＮＨＫ放送受信料が全額減免となる方で
・生活保護など公的扶助を受けている世帯
・市町村民税が非課税となる障害者の世帯
・社会福祉事業施設に入所している方
【支援の内容】
①簡易なチューナーを無償で給付します。（現物給付）
②アンテナ工事などが必要な場合は、その支援も行います。（現物給付）
【支援の開始時期】
平成 21 年度申込受付期間 10 月 1 日～12 月 28 日まで。（平成 23 まで実施予定）
【支援の申込先】
総務省 地デジチューナー支援実施センター
℡ 0570-033840 または 044-969-5425 FAX 044-966-8719
※電話をして、内容を確認し申請書を送付してもらってください。
【受付時間】
平日 午前 9 時～午後 9 時 土日祝日 午前 9 時～午後 6 時
【給付方法】
支援実施センターの工事者が支援対象世帯を訪問し、設置・改修を行います。
※注意事項
・支援を受けるには、ＮＨＫと受信契約を結び、放送受信料の全額免除を受けることが必要です。
・支援は現物給付です。ご自身で購入したチューナー、アンテナ等の精算はできません。
・共同受信施設の各世帯が負担する改修経費への支援は、施設の設置者（管理者）の協力をいた
だくことが原則です。その上で、見積書などの工事関係書類や請求書などの証拠書類の提出が
必要となります。
・申請書は市役所社会福祉課、笠間支所福祉課、岩間支所福祉課窓口にもあります。
（10 月 1 日以降）
【支援に関する問い合わせ】
総務省地デジコールセンター ℡ 0570-033840（044-969-5425）FAX 044-966-8719
【ＮＨＫとの契約受信料免除の問い合わせ】
ＮＨＫ視聴者コールセンター ℡ 0570-077077（044-871-8444）FAX 044-888-4340
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県では、新たな県総合計画を策定するに当
たり、県民の皆さん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 ℡ 029-301-2523

笠間市交通安全母の会では、9 月から 11
月末にかけて、子育て世帯や高齢者の世帯を
対象に、交通安全意識の高揚や交通事故の防
止を図ることを目的として世帯訪問事業を
実施します。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
問 市民活動課（内線 134・135）

④ページ

「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。
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期日 10 月 24 日（土）※小雨決行
集合時間 午前 9 時 30 分
集合場所 ＪＲ福原駅（解散場所：ＪＲ稲田駅）
参加料 無料（レクリエーション傷害保険料
は主催者が負担します。）
申込期限 10 月 5 日（月）
申込方法 電話による申込み
（平日の午前 9 時～午後 5 時）
申 笠間市体育協会事務局
（スポーツ振興課 内線 72222）
問 笠間市ウォーキング協会
関 ℡ 0296-72-8913
中川 ℡ 0296-72-6817
※服装は軽装で履きなれた靴でご参加くだ
さい。
※弁当、飲物、雨具は必ず持参してください。
そのほか、保険証、タオル、帽子など。
※荒天での中止決定は前日までに連絡します。
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期日 10 月 21 日（水）※小雨決行
集合時間 午前 9 時 30 分
集合場所 笠間市営荒町駐車場（笠間駅から
徒歩 15 分）解散場所：笠間駅
対象者 50 歳以上 70 歳代までの方
定員 120 名（定員になり次第締切り）
参加料 200 円（資料、保険代含む）
※当日現地で徴収します。
持ち物 昼食、飲み物、レジャーシート、帽
子、雨具、タオル、保険証の写し等
申込期限 10 月 7 日（水）
申込方法 往復はがきの往信用に参加者全
員の郵便番号・住所・氏名・年齢・
電話番号を記入し、返信用に代表
者の送り先を記入の上、次まで。
※1 枚のはがきで 3 名まで申込みできます。
申込先 〒305-0044 つくば市並木 3-16-1
横田ハイツ 102 号 県南地域高齢
者はつらつ百人委員会事務所 ウ
ォーキング大会担当係
問 山元（やまもと） ℡/FAX 029-874-7195

10 月 18 日（日）
友部公民館体育室
オール茨城アームレスリング連盟
ふるさと友部まつりアームレスリン
グ大会実行委員会
【小学生団体戦の部】
受付時間 午前 9 時～9 時 30 分
競技開始 午前 10 時
参加資格 5、6 年生の男女（他市町村か
らの参加も可）
チーム編成 1 チーム 5 名。チーム責任者
は成人とする。
参加費 無料
競技方法 右腕で行う。先に 3 勝したチー
ムが勝ち。
表彰 1 位から 3 位。全員に参加賞あり。
【小学生個人戦の部】
参加資格 5、6 年生の男女（団体戦に出
場申込みしていない方）
定員 30 名
※時間、参加費、競技方法、表彰等は団体
戦と同じ。
【一般腕相撲の部】
受付時間 午前 11 時～正午
競技開始 午後 1 時
参加資格 16 歳以上の男女
参加費 男子の部 1,000 円
女子の部・高校生 500 円
表彰 1 位から 3 位。
※当日の参加受付けは、先着 10 名まで。
【アームレスリングの部】
参加費 2,000 円（高校生 500 円）
参加資格 16 歳以上の男性
表彰 1 位から 3 位
※当日の参加受付けは、先着 10 名まで。
※受付、競技開始は腕相撲の部と同じ。
申込方法 下記の問合せ先へ電話連絡の上、
申込書を提出してください。
申込期限 10 月 5 日（月）必着
試合方式 トーナメント方式
組合せ 主催者側で公正に行います。
申・問 磯野（いその） ℡ 0296-77-1781
※全部門体重制限なし。
※体育館シューズを持参してください。
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