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精神保健福祉関係者および
精神障がい者家族研修会
日時／ 10 月 23 日（金）
　　　 14：00 ～ 16：00
場所／栃木県庁塩谷庁舎4階  会議室
講演内容・講師／
　「妄想を呈する精神疾患の鑑別と
対応～高齢者の妄想を中心に～」

　医療法人緑会  佐藤病院
　院長  佐藤  勇人氏
対象／
　精神障がい者の家族、高齢者の妄
想に関心のある方、関係者など
定員／ 50 人　＊先着順
参加費／無料
申込方法／ 10 月 9 日（金）までに、
電話またはファクスでお申し込
みください。

申込・問い合わせ／
　栃木県矢板健康福祉センター
　保健衛生課　☎（４４）１２９７
　　　　　　　 （４３）９０５３

つつじが丘ニュータウン宅地分譲
　現地宅地分譲受付および相談会を
実施します。
日時／ 10 月 10 日（土）、11 日（日）
　　　  　     17 日（土）、18 日（日）
　　　 10：00 ～ 17：00
場所／エコプレミアムセンター
　　　（乙畑 1393-230）
宅地面積／ 220.93㎡～ 392.50㎡
販売価格／ 403 万円～ 933 万円
販売区画数／23区画（新規4区画含む）
　　　　　　＊先着順受付
公社支援制度／
 ・定住促進支援 30 万円助成
 ・外構工事 30 万円助成（区画限定）
※助成の条件について詳しくはお問
い合わせください。

問い合わせ／
　栃木県住宅供給公社
　☎０２８（６２２）０４６３

求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー
　相談会のみ、セミナーのみの参加
も可能です。いずれも無料ですので、
ぜひご利用ください。
日にち／ 11 月 5 日（木）
時間 10：30 ～ 12：00

内容
●巡回セミナー
　キャリアカウンセラーによ
るセミナーを実施します。
定員／ 15 人　＊先着順

時間 13：00 ～ 16：00

内容
●巡回相談会
　キャリアカウンセラーが、就労
に関するご相談をお受けします。

時間 13：00 ～ 15：00

内容

●とちぎ生涯現役シニア応援
センター「ぷらっと巡回相談会」
　生涯現役推進員が、シニア
世代の社会参加活動に関する
ご相談をお受けします。

※開催日前日の 17：00 までにご予
約ください。

場所／矢板公民館
予約・問い合わせ／
　大田原労政事務所
　☎０２８７（２２）４１５８

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
看護学生（一般入試）
募集人員／ 40 人（推薦、社会人含む）
修業年限／ 3 年（全日制）

一般入試

受験
資格

・令和 3年 3月に高校卒業見込みの方
   または同等の資格を有する方
・修学期間中、勉学に専念できる方

試験
科目

・学力試験（マーク式）
・面接

受付期間／11月13日（金）～27日（金）
試験日／ 12 月 5 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

栃木県育英会奨学生
　栃木県育英会では、令和 3 年度
に進学予定の方を対象に、月額貸与
奨学生および入学一時金奨学生を募
集しています。
申込期限／ 11 月 13 日（金）まで
申込方法／県育英会ホームページま
たは県内中学校・高等学校・県教
育事務所・市町教育委
員会などで配布してい
る募集要項でご確認く
ださい。
そのほか／奨学金の貸付原資となる
善意の寄付金を募集しています。
申込・問い合わせ／
　（公財）栃木県育英会事務局
　☎０２８（６２３）３４５９

ごみ処理施設を見学してみよう！
　ごみ処理施設を見学して、ごみ処
理やリサイクルについて考えてみま
せんか。見学を希望する方の希望に
合わせて、見学先の提案や調整、見
学先でのエスコートなどを行います。
対象／県民および県内に所在する事
業所・団体など（小学 4年生以上。
小学生には引率者が必要。）

定員／毎月 5組　＊先着順
参加費／無料
申込方法／ 12 月 25 日（金）まで
に郵送、ファクスまたはメールで
お申し込みください。

※見学希望日の 30 日前までにお申
し込みください。

そのほか／
 ・見学当日までに各自、傷
害保険などへの加入をお
願いします。

 ・参加に関する注意事項は県ホーム
ページをご確認ください。

申込・問い合わせ／
　〒320-8501　宇都宮市塙田1-1-20
　栃木県環境森林部廃棄物対策課
　☎０２８（６２３）３２２８

０２８（６２３）３１１３
puragomizero@pref.tochigi.lg.jp

募　　集

詳しくはこちら

詳しくはこちら
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犯罪被害者等支援巡回パネル展示
犯罪被害者などが置かれている現

状や支援の必要性について紹介します。
期間／ 10 月 26 日（月）～ 30 日（金）
場所／市役所本庁舎 1階  市民室
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班
　☎（４３）１１１４

とちぎ景観展
　県内の美しい景観のパネルや、景
観形成の取組内容などを展示します。
期間／ 11 月 2 日（月）～ 6日（金）
場所／県庁舎本館 15 階
　　　展望ロビー企画展示ギャラリー
問い合わせ／
　栃木県県土整備部都市計画課
　☎０２８（６２３）２４６３

無料調停相談会  ※予約不要
日時／いずれも 9：30 ～ 15：00
①11月12日（木）  ②11月26日（木）
場所／①大田原市総合文化会館
　　　②矢板公民館
相談員／宇都宮地方・家庭裁判所
　大田原支部所属調停委員
内容／土地建物・金銭・交通事故・
　相続など民事・家事に関する相談
問い合わせ／
宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部
　☎０２８７（２２）２１１２

ご存じですか？検察審査会制度
～不起訴には11人の審査の目～
　選挙権を有する国民の中から「く
じ」で選ばれた11人の検察審査員が、
国民を代表して、検察官が被疑者を
裁判にかけなかったこと（不起訴処
分）の善しあしを審査します。

　審査は、非公開で行われ、秘密や
プライバシーは守られます。
不起訴処分に納得できない場合は、

検察審査会に申し立てや相談をしてくだ
さい。その際の費用は一切かかりません。
申立・問い合わせ／
　大田原検察審査会事務局
　☎０２８７（２２）２１１２

確認しましょう！最低賃金
　10月 1日（木）から栃木県の最低
賃金が時間額 854円に改正されます。
対象／県内の事業場で働くすべての
　労働者とその使用者
※一般労働者のほか、臨時・パート・
　アルバイトなどにも適用されます。
※特定の産業には、特定最低賃金が
　定められています。
問い合わせ／
　栃木労働局賃金室
　☎０２８（６３４）９１０９
　大田原労働基準監督署
　☎０２８７（２２）２２７９

福祉・保育のお仕事就職フェア
　矢板市および近隣市町にある高齢
者や障がい児者の福祉施設や保育園
などの採用担当職員から仕事内容や
採用条件に関して直接話を聞くこと
ができます。資格や経験のない方も
お気軽にご参加ください。
日時／11月21日（土）13：00～15：30
場所／矢板イースタンホテル
対象／福祉・保育分野に就職を希望
する方、福祉・保育の仕事に興味
や関心のある方
※参加無料、申込不要、履歴書不要、
服装自由

問い合わせ／
　（社福）県社会福祉協議会
　☎０２８（６４３）５６２２

貸し切りタクシーでおでかけ
リフレッシュ !!
　新型コロナウイルス感染症予防の
ために外出を控えていた県内の高齢
者や障がい者の健康維持および増進
ならびに観光地における消費喚起を
図ることを目的として、外出時に貸
切タクシーを利用する場合における
運賃などの一部を県が助成します。 
実施期間／
　令和 3年 2月 28 日（日）まで
対象／
　以下のいずれかに該当する方を、
1台あたり 1人以上含む個人または
グループ
 ・県内に在住し、昭和 31 年 4 月 1
日以前に生まれた方

 ・県内に在住し、障害者手帳を所持
する方

※身体障害者手帳、知的障害者の療
育手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれか

助成額／ 1 回 1万円以上貸切（時間
制運賃）で利用する場合に、利用
額の半額を助成

※上限 3万円
申込方法／ホームページ
に掲載している取扱事
業者に電話などで直接
お申し込みください。

問い合わせ／
　栃木県タクシー協会
　☎０２８（６５８）２４１１

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・子ども用自転車
・一輪車

譲
っ
て
く
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

　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


