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駅からハイキング
　木幡神社や川崎城跡など矢板の歴
史を巡るコースをのんびりと散策し
ませんか。参加された方にはコース
マップや記念品などを当日お配りし
ます。事前の予約などは不要ですの
で、お気軽にご参加ください。
期間／ 11 月 10 日（火）～ 12 日（木）
受付場所／矢板駅西口
受付時間／ 9：00 ～ 10：30
問い合わせ／ JR 東日本
　　　　　　☎０３（５７１９）３７７７

奨学金の返還を助成します！
　県では、県内の製造
業、卸売業・小売業、情
報通信業、宿泊業に就職
する大学生などの奨学
金返還を最大150万円助成します。
対象／大学 3 年生、大学院修士 1
年生、短期大学 1 年生、高等専
門学校 4年生

定員／ 40 人
申込期限／ 12 月 4 日（金）
対象奨学金／
 ・日本学生支援機構第一・二種奨学金
 ・栃木県育英会奨学金
 ・日本学生支援機構HP掲載の奨学金
事業実施団体奨学金
 ・その他の知事が認める貸与型奨学金
問い合わせ／
　栃木県労働政策課
　☎０２８（６２３）３２２４

「COOL CHOICE とちぎ 」
チャレンジ！ 2020
県では、省エネ家電・

住宅設備買換キャンペー
ンを実施しています。県
内販売店で対象製品に買
い換えて、ご応募いただいた方全員に、
オリジナルエコバックを進呈いたします。
対象商品／
①冷蔵庫・テレビ・エアコン・温水
　洗浄便座（4つ星以上）
② LED照明　ほか
※白熱電球などからの買い換えに限る
応募資格／県内に在住・通勤・通学
されている方
応募期間／ 12 月 31 日（木）まで
応募方法／「COOL CHOICE とちぎ」
　応募サイトなどからご応募ください。
問い合わせ／
栃木県地球温暖化防止活動推進センター
　☎０２８（６７３）９１０１

エコパークしおや  再生品提供事業
　物を大切に長く使い続
ける気持ちと、ごみの減
量化を推進するため、ご
みとして搬入されたもの
で、キズや汚れがほとんど無いもの、
わずかなキズがあってもまだ使用で
きるものを再生品として展示し、希望
者に無料で提供する事業を行います。
　詳細は、ホームページをご覧いた
だくか、お問い合わせください。

実施期間／
　11 月 2日（月）～ 25 日（水）
　9：00～12：00、13：00～16：30
※土・日・祝日は除く
対象／矢板市、さくら市、塩谷町、
高根沢町在住の18歳以上の方

申込方法／エコパークしおや管理事
務所へ直接お越しいただき、申込
用紙に必要事項を記入の上、ご提
出ください。電話、郵送、代理で
のお申し込みはできません。
※申込多数の場合は抽選。
※次回開催は、1月を予定しています。
申込・問い合わせ／
塩谷広域行政組合エコパークしおや
管理事務所（矢板市安沢3640）

　☎（５３）７３７０

「続・高原山の四季」
写真データ＆コメント
　国民の祝日「山の日」の誕生にあ
わせて「高原山の四季」の写真を募
集して5年が経過しました。そこで、
「続・高原山の四季」と題して、高
原山麓（矢板市・那須塩原市・日光
市・塩谷町）の四季を撮影した写真
データ＆コメントなどを募集します。
応募期間／
　令和 3年 8月 8日（日）まで
応募方法／①～⑤を郵送または持参
してください。

①写真の電子データ（1MB 以上）
②写真のテーマ・タイトル
③撮影者氏名
④撮影場所
⑤コメント（100 文字程度）
そのほか／
 ・主催者が関連する冊子やホームペー
ジ、イベントなどに使用されます。
 ・写真データなどは返却しません。
申込・問い合わせ／
　〒 329-2161   矢板市扇町 2-12-74
　ふるさと高原山を愛する集い実行
委員会事務局　市川

　☎０７０（５４６８）１１１４
inkyodoctor@yacht.ocn.ne.jp

陸上自衛隊高等工科学校生徒および自衛官候補生

申込・問い合わせ／栃木地方協力本部大田原地域事務所
　　　　　　　　　☎０２８７（２２）２９４０

種目
陸上自衛隊高等工科学校生徒 自衛官候補生
推薦 一般 陸・海・空（男子・女子）

受付期限 11 月 30 日（月）
＊必着

令和 3年 1月 6日（水）
＊必着

12 月 11 日（金）
～令和３年 1月 8日（金）

応募資格 中卒（見込含）の男子で、17 歳未満の方
（※推薦は学校長の推薦が必要） 18 歳以上 33 歳未満の方

試験日 令和3年1月10日（日）・
11日（祝・月）の指定する１日

1次試験
令和 3年 1月 23 日（土） 令和 3年 1月 16 日（土）

会場 陸上自衛隊高等工学校 宇都宮市 陸上自衛隊北宇都宮駐屯地

募　　集

詳しくはこちら

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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・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

矢板市戦没者追悼式
　例年 11 月に行われている「矢板
市戦没者追悼式」は、新型コロナウィ
ルス感染症の感染拡大に伴い、関係
者のみで執り行います。
　一般の方は参列できませんので、
ご了承ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

障がい者差別の相談は社会福祉課へ
　障がいの有無によって分け隔てら
れることなく共生できる社会こそ、
地域社会のあるべき姿です。
　障がいのある人が不当な差別的取
り扱いを受けた、合理的配慮をしても
らえなかったなど、困りごとがありま
したら社会福祉課までご相談下さい。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

12 月 10 日は「人権デー」
「誰か」のこと　じゃない。
　12 月 4日（金）～ 10 日（木）は
「第 72 回人権週間」です。市では、
毎月、人権相談を行っています。
日時／ 12月8日（火）9：30～12：00
場所／保健福祉センター2階 会議室
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

女性の人権ホットライン電話相談開設
女性の人権問題に詳しい人権擁護

委員が相談に応じます。
期間／ 11 月 12 日（木）～ 18 日（水）
時間／ 8：30 ～ 19：00
※土日は 10：00 ～ 17：00
電話窓口／
　☎０５７０（０７０）８１０
実施機関／
　宇都宮地方法務局　
　栃木県人権擁護委員連合会

電話による相続・遺言無料相談
日時／
10 月～令和 3 年 5 月までの毎月
第2土曜日　10：00～15：00

そのほか／
 ・要予約、相談時間 30 分程度
 ・相談員から予約の時間に相談者へ
電話をかけて相談を行います。

予約・問い合わせ／
栃木県司法書士会

　☎０２８（６１４）１１２２

とちぎ応援プレミアムチケット
～お早めにご利用ください～
　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の影響により、売上が減少して
いる県内事業者を支援する目的で県
が発行した「とちぎ応援プレミアム
チケット」は完売しました。
　お早めにご利用いただき、地元企
業の応援をお願いします。
利用期間／
令和 3年 1月 31 日（日）まで

問い合わせ／
　とちぎ応援プレミアムチケット
　コールセンター
　☎０２８５（３２）６３１６

中退共退職金制度を活用しませんか！
　「中小企業退職金共済制度」は、中
小企業のための国の退職金制度です。
　掛金助成や税法上の優遇が受けら
れ、社外積立だから管理も簡単です。
　また、新規加入者には矢板市独自
の補助金があります。詳しくはお問
い合わせください。
問い合わせ／
　市商工観光課　☎（４３）６２１１
　（独）勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎０３（６９０７）１２３４

11 月 1日～ 30 日は
労働保険適用促進強化期間
～1人でも雇ったら労働保険の加入
手続きが必要です～
　「労働保険（労災保険・雇用保険）」
は、労働者の業務上または通勤途上
での負傷や失業した場合に保険給付
を行うもので、労働者を使用する事
業主は法律で加入が義務付けられて
います。まだ、加入手続をされてい
ない事業主の方は、労働基準監督署
または公共職業安定所で加入の手続
きをしてください。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署ま

たは公共職業安定所にお尋ねください。
問い合わせ／栃木労働局労働保険徴収室
　　　　　　☎０２８（６３４）９１１３

11 月は「標準営業約款普及登
録促進月間」
　標準営業約款とは、
「生活衛生関係営業の
運営の適正化及び振興
に関する法律」で定め
られた消費者（利用者）擁護のための
制度です。厚生労働大臣認可の約款
に従って営業することを登録した理
容店、美容店、クリーニング店、め
ん類飲食店および一般飲食店では、
店頭に Sマークを掲げています。
　登録店は、技術・安全・衛生を約
束する信頼できるお店です。
問い合わせ／
（公財）栃木県生活衛生営業指導センター
　☎０２８（６２５）２６６０

お知らせ

　新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、イベント情報の掲載は当
面の間、見合わせいたします。

塩谷広域おすすめ情報

詳しくはこちら

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなど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。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。


