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八方ヶ原ツツジの枯れ枝除去・
遊歩道整備ボランティア
　来年も八方ヶ原のレンゲツツジを
たくさんの方が楽しめるよう、枯れ
枝除去や遊歩道整備などの作業を行
います。
日時／ 10月3日（土）※9：30集合
　　　 9：30 ～ 11：00
集合場所／八方ヶ原大間々駐車場
申込方法／ 9 月 25 日（金）までに
電話でお申し込みください。その
際、送迎バス（市役所 8：30 出発。
定員 30 人。先着順。）をご希望
の方は、あわせてお伝えください。

そのほか／
・作業に適した服装でご参加ください。
 ・雨天中止の際は、電話連絡します。
申込・問い合わせ／
　商工観光課　☎（４３）６２１１

新型コロナウイルス感染症関係農業者支援
野菜、果樹、花き、茶の次期作
を支援します！
　農業者への支援として、売り上げ
などに影響を受けた野菜、花き、果樹、
茶の次期作への取り組みが「高収益
作物次期作支援交付金」の対象にな
ります。令和2年 2月以降の出荷実
績または廃棄が確認できる生産者を
対象に、次期作に向けた肥料・農薬
の購入や土壌改良費用などを助成し
ます。詳しくは、農林水産省および栃

木県のホームページをご覧ください。
受付・問い合わせ／
JAしおのや矢板地区営農生活センター
　☎（４４） ２３１２
　矢板市農業再生協議会
　☎（４０）０２６８

塩谷看護専門学校看護学生（推薦・社会人入試）
募集人員／ 40 人
（推薦、社会人合わせて募集定員の5割程度）
修業年限／ 3 年（全日制）

受付期間／9月3日（木）～17日（木）
試験日／ 9 月 26 日（土）
試験会場／国際医療福祉大学塩谷看
　護専門学校（塩谷病院敷地内）
申込・問い合わせ／
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　☎（４４）２３２２

健康づくり体験談
募集部門／
 ・運動部門／
    運動に関する健康法とその効果
 ・暮らし部門／
    食事に関する健康法とその効果

 ・生きがい部門／
    生きがいに関する健康法とその効果
応募資格／後期高齢者医療制度に加
　入している県内の被保険者の方
応募方法／健康づくり体験談（題名と
本文。原稿用紙 2～ 3枚程度）の
ほか、必要事項（募集部門、郵便
番号、住所、氏名、生年月日、電話
番号）を記入した用紙を、郵送また
はメールで応募
応募締切／9月 30 日（水）　＊必着
賞および賞品／
 ・最優秀作品　1点　旅行券3万円分
 ・優秀作品　   3 点　商品券1万円分
 ・応募者全員にQUOカード500円分
＊受賞作品はホームページで公開します。
応募・問い合わせ／
　〒 320-0033　宇都宮市本町 3-9
　栃木県本町合同ビル 2階
　栃木県後期高齢者医療広域連合
　☎０２８（６２７）６８０５

soumu@kouikirengo-tochigi.jp

栃木県委託 とちぎ女性・高齢者等就業支援事業
就職活動応援「個別相談会」
　経験豊富で実績のあるキャリアカ
ウンセラーが実践に即して丁寧に応
対します。お気軽にご相談ください。
日時／ 9 月 7 日（月）
              10：00 ～ 17：00
場所／生涯学習館 会議室
定員／ 6 人
＊相談時間は 1人 50 分程度
申込方法／ 9 月 4日（金）までに、
電話でお申し込みください。その
際、ご希望の時間をお伝えください。

そのほか／
 ・参加費無料、服装自由
 ・マスク着用、事前検温へのご協力
をお願いします。

申込・問い合わせ／
とちぎ女性・高齢者等就業支援事業 
相談会担当
　（㈱ワークエントリー栃木事業部内）
　☎０２８（６１２）８６４３

防衛大学校・防衛医科大学校学生

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

募　　集

防衛大学校 防衛医科大学校
推薦 総合選抜 一般 医学科 看護学科

応募資格 18 歳以上 21 歳未満
受付期間 9/5（土）～ 11（金） 10/22（木）まで 10/7（水）まで 10/1（木）まで

試験日
9/26（土）
・27（日）

1次：9/26（土）
2次：10/31（土）
・11/1（日）

1次：11/7（土）
・8（日）

2次：12/8（火）
～12（土）

1次：10/24（土）
・25（日）

2次：12/9（水）
～11（金）

1次：10/17（土）
2次：11/28（土）

・29（日）

試験会場 防衛大学校 宇都宮市 1次試験：宇都宮市

推薦入試 社会人入試

受験
資格

令和 3年 3 月に高校卒
業見込みで学科評定平
均 3.0 以上、合格した
場合には必ず本校に入
学できる方

高校を卒業し、
令和3年 4月
1日時点で、2
年以上経過し
た方

試験
科目

・一般常識試験
・面接

・小論文
・面接
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敬老会開催中止
　例年、長年にわたり社会に貢献し
てきた高齢者の皆さまに対しまして
長寿のお祝いを目的とした「敬老会」
を開催していましたが、本年度は新
型コロナウイルス感染症からの参加
者の健康と安全確保を最優先とし、
開催を中止することといたしました。
　参加を楽しみにされていた皆さま
には大変申し訳ございませんが、ご
理解いただきますよう、よろしくお
願いいたします。
問い合わせ／
敬老会実行委員会事務局（高齢対策課）
　☎（４３）３８９６

栃木県立盲学校体験学習
対象／視覚に障がいのある幼児、児童、生
徒とその保護者、視覚に障がいのある成人

日時／いずれも 9：30 ～ 12：00
 ・幼稚部 11 月 12 日（木）
 ・小学部 09 月 24 日（木）
 ・中学部 9月 25 日（金）
 ・ 高等部 10 月 01 日  （木）（普通科）
 ・高等部 10 月 27 日（火）（保健理療
科・専攻科）

そのほか／
 ・実施日の 2週間前までに電話また
はファクスでお申し込みください。

 ・小中学生は、現在通学している学
校にお申し込みください。

 ・高等部保健理療科・専攻科では、
あん摩マッサージ指圧師・はり師・
きゅう師を養成し、視覚に障がいの
ある方の職業自立をサポートします。
申込・問い合わせ／
　栃木県立盲学校
　☎０２８（６５２）２３３１

０２８（６５２）４６０２

塩谷看護専門学校
オープンキャンパス
日時／ 8 月 7日（金）、8月 22 日（土）
　　　いずれも9：10 ～11：50
※参加を希望される方は、お問い合
　わせください。
問い合わせ／
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校

　☎（４４）２３２２

8 月は「食品衛生月間」です
気温が上昇し食品が傷

みやすい夏季は、食中毒
に注意しましょう。特に
子どもや高齢者は重症化
しやすいので、注意が必
要です。
　食中毒を予防するために、食品の
「購入」「保存」「調理」に気をつけ、
調理器具などの消毒も徹底しましょう。

【食中毒予防 3原則】
　食中毒菌を　①つけない
　　　　　　　②増やさない
　　　　　　③やっつける

問い合わせ／県北健康福祉センター
　　　　　　☎（２２）２３６４

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間
　子どもに対するいじめやいやがら
せなど、子どもを巡るさまざまな人
権問題に取り組むため、強化週間を
設けます。期間中は電話相談の時間
を延長します。秘密は必ず守ります
ので、安心してご相談ください。
期間／
　8月 28 日（金）～ 9月 3日（木）
受付時間／
　月～金 8：30～ 19：00
　土・日  10：00～ 17：00

【子どもの人権110番】
☎０１２０（００７）１１０

問い合わせ／宇都宮地方法務局
　　　　　　☎０２８（６２３）６３３３

全国一斉　司法書士による手続
支援のための養育費相談会
　栃木県青年司法書士協議会は、養
育費に関する電話相談会を開催しま
す。本相談会は、全国青年司法書士
協議会が日本司法書士会連合会と共
催で行う相談会です。養育費でお困
りの方は、ご相談ください。
日時／ 9月12日（土）10：00～16：00
当日専用電話番号／
　☎０１２０（５６７）３０１
＊相談無料。秘密厳守。予約不要。
問い合わせ／
　栃木県青年司法書士協議会
　☎０２８９（６４）４８０５

栃木いのちの電話「公開講座」
　副島 賢和氏を講師に招き、開局
40 周年記念講演会を開催します。
日時／ 9 月 13 日（日）13：00 ～
14：30（開場 12：30）

場所／ホテルマイステイズ宇都宮
11 階（宇都宮市東宿郷 2-4-1）

※参加を希望される方は、お問い合
　わせください。＊参加無料
問い合わせ／
　社会福祉法人栃木いのちの電話事務局
　☎０２８（６２２）７９７０

不用品登録情報 譲
り
ま
す
なし
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っ
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だ
さ
い

・大人用自転車問い合わせ／
　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、市町間の移動を伴う情報の
掲載は当面の間、見合わせいたします。

塩谷広域おすすめ情報

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、記載の会議・イベント等は状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。

お知らせ

食中毒予防
詳しくはこちら




