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栃木県警察官採用試験
～突き進め！とちぎへの想いを胸に！～
試験区分／
 ・大学卒業者　　＊男性のみ
 ・高校卒業者等　＊男女とも実施
・特別区分武道指導・サイバー犯罪捜査官
受付期間／
　7月 17 日（金）～ 8月 28 日（金）
1 次試験／ 9 月 20 日（日）
2 次試験／ 10月上旬および11月中旬
合格発表／11 月下旬
申込・問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０

刑務官採用試験
　刑務所、少年刑務所または拘置所
に勤務し、被収容者に対し、日常生
活の指導、職業訓練指導、悩みごと
に対する指導などを行うとともに、

刑務所などの保安警備の任に当たる
刑務官を募集します。
受験資格／
①刑務 A、刑務 A（武道）、刑務 B、
刑務 B（武道） 

　平成3年４月2日～平成15年 4月
1日生まれの方

②刑務 A（社会人）、刑務 B（社会人）
　昭和55年４月2日～平成3年 4月
1日生まれの方

※①、②ともに、Aは男子、Bは女子
受付期間／
　7月 21 日（火）～ 7月 30（木）
試験日／
　1次試験　9月 20 日（日）
　2次試験　10月22日（木）～28日（水）
そのほか／
　新型コロナウイルス感染症の影響
により変更が生じる場合があります。

問い合わせ／
黒羽刑務所庶務課人事係
☎０２８７（５４）１１９１

矢板東高等学校附属中学校
学校説明会
日時／
　8月 2日（日）10：30 ～ 12：00
　（受付 10：00 ～）
場所／矢板東高等学校附属中学校
　　　（矢板市東町 4番 8号）
定員／ 600 人　＊申込不要
対象／
　小学生、保護者、関係機関・団体
など（参加資格・条件などなし）
※小学生・保護者のみの参加も可
内容／
 ・教育内容、学校生活の概要について
 ・令和3年度入学者選考などについて
そのほか／
 ・各自上履きおよび下履きを入れる
袋をご持参ください。

 ・駐車場の混雑が予想されますの
で、時間に余裕をみてお越しくだ
さい。また、できるだけ公共交通
機関をご利用ください。

※矢板駅より徒歩 10 分
 ・附属中学生の授業参観や施設見学
ができる学校公開を10月18日（日）
9：50 ～ 12：40 に実施します。
公開当日は、受け付けで願書配布
も行います。

 ・新型コロナウイルス感染症の状況
により、期日などを変更する場合
には本校ホームページなどでお
知らせします。

問い合わせ／
　矢板東高等学校附属中学校
　☎（４３）１２４３

助成金を活用しませんか？
働き方改革・無料個別相談会
　「働き方改革」に関する相談をはじ
め、「雇用調整助成金」など各種助成
金の活用について、社会保険労務士
などの専門家に相談してみませんか。

自衛官候補生・一般曹候補生・航空学生

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

下水道排水設備工事責任技術者
①講習会・模擬試験  ②試験  ③更新講習会  

申込・問い合わせ／（公財）とちぎ建設技術センター　☎０２８（６２６）３１８７

種目 自衛官候補生
（男女）

一般曹候補生
（男女）

航空学生
空 海

応募資格 18 歳以上 33 歳未満の方 18歳以上
21歳未満の方

18歳以上
23歳未満の方

受付期間 7 月 1 日（水）～ 9月 10 日（木）
1 次
試験日

受付時に
お知らせします。

9月18日（金）～
20日（日）のいずれか 9月 16 日（水）

試験場所 宇都宮市

募　　集

①講習会・ 模擬試験 ②試験 ③更新講習会

日時 9 月 29 日（火）
10：00 ～ 17：00

10 月 27 日（火）
14：00 ～ 16：00

10～ 11月に県内各地で開催され
ます。該当する方には、6月下旬
にセンターからお知らせが送付
されていますので、詳細は、そ
ちらをご確認ください。場所 コンセーレ

申込期間 8 月 31 日（月）まで　＊当日消印有効 7月31日（金）まで　＊当日消印有効

そのほか

≪申込用紙≫
（公財）とちぎ建設技術センター、およ
び矢板市上下水道事務所下水道課で配
布しています。

≪対象≫
資格の有効期限が令和3年 3月
31 日までの方、または有効期限
が令和 2年 3月 31 日で切れ、
現在資格失効している方
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日時／
　毎月第 3木曜日 13：30 ～ 16：00
7月 16日、8月20日、9月17日、
10月 15日、11月 19日、12月 17日、
令和 03 年 01 月 21 日、02 月 18 日、
3月 18 日
場所／保健福祉センター 2階 相談室
対象／中小企業主・小規模事業者
申込方法／
　開催前日までにお申し込みくださ
い。なお、当日の相談も可能ですが、
申込者優先となります。
申込・問い合わせ／
　栃木働き方改革支援センター
☎０８００（８００）８１００

第 62回水の写真コンテスト
　あなたの「水」や「水道」に寄せ
る想いを写真にしてください。
テーマ／
 ・私たちが毎日、触れる「水」 
 ・私たちにいつでも「水」を届けて
　くれる「水道システム」
応募締切／
　10 月 1日（木）　＊当日消印有効
発表／ 10 月下旬に入賞者に通知す
るとともに、水道産業新聞社ホー
ムページなどで発表します。

応募方法／
　ホームページよりご確
認ください。
問い合わせ／
水道産業新聞社「水の写真コンテ
スト」係　
☎０３（６４３５）７６４４

ガールスカウト栃木第22団団員　
ご希望の活動に参加しませんか。

活動内容／
 ・キャンプ、野外炊飯、防災教室
 ・国際人のための英語習得活動

 ・年中行事に合わせた活動　など
対象／
 ・年齢制限はありません。
 ・男の子や男性スタッフも準会員と
して募集中です。(制服・会費無し)

そのほか／
　YouTube ガールスカウト栃木連
盟第 22団もご覧下さい。電話、メー
ルにて資料請求が可能です。
問い合わせ／
ガールスカウト栃木連盟第 22 団
委員長　髙瀬ゆうこ
☎０９０（３４０１）１７５５
sophia_yaita@yahoo.co.jp

矢板運動公園プール利用休止
　新型コロナウィルス感染症拡大防
止のため、今季の矢板運動公園プー
ルの利用は休止いたします。
問い合わせ／
　矢板市施設管理公社（きずな館内）
　☎（４３）４６２０

レジ袋の有料化が始まります
　7月 1日より、全国でプラスチッ
ク製買物袋、いわゆるレジ袋の有料
化が始まります。
　皆さんも、レジ袋有料化をきっか
けに自身のライフスタイルを見つめ
直し、エコバッグを持ち歩くなど、
できるところからプラスチックを賢
く使う工夫をしてみましょう。
問い合わせ／
レジ袋有料化に関する相談窓口
（経済産業省）
　月～金　9：00 ～ 18：15
　事業者向け☎０５７０－０００９３０
　消費者向け☎０５７０－０８０１８０

労働保険（労災保険・雇用保険）
年度更新手続きは8月31日まで
　新型コロナウイルス感染症の影響
を踏まえ、年度更新期間を8月31日
まで延長します。事業に係る収入に
相当の減少があった事業主の方には、
申請により、労働保険料などの納付
を、1年間猶予することができます。
　労働保険の年度更新は県労働局や
労働基準監督署への郵送または電子
申請でも受け付けており、直接窓口に
出向くことなく申告することが可能です。
問い合わせ／
　栃木労働局労働保険徴収室
　☎０２８（６３４）９１１３

新害虫クビアカツヤカミキリに
注意！ !
　クビアカツヤカミキリの幼虫がモ
モ・ウメ・サクラなどの樹木内部を
食い荒らし、樹木が衰弱・枯死する
被害が拡大・深刻化しています。
被害拡大防止のた
め、クビアカツヤ
カミキリを発見し
た場合、速やかに
防除し、お知らせ
ください。
問い合わせ／
　栃木県塩谷南那須農業振興事務所
　☎（４３）２３１８
　栃木県農業環境指導センター
　☎０２８（６２６）３０８６

不用品登録情報 譲
り
ま
す
なし

譲
っ
て
く
だ
さ
い

なし問い合わせ／
　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、記載の説明会・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

詳しくはこちら

クビアカツヤカミキリ　　　
（首部が赤い）




