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防衛大・防衛医大生

申込・問い合わせ／
　自衛隊大田原地域事務所
　☎０２８７（２２）２９４０

県農業大学校生
募集人数／農業経営学科 25 人
　　　　　園芸経営学科 40 人
　　　　　畜産経営学科 15 人

推薦入試
一般入試

前期 後期
受付
期間

9/3（月）
～25（火）

11/19（月）
～12/10（月）

1/15（火）
～2/1（金）

試験日 10/29（月） 1/10（木） 2/22（金）

申込・問い合わせ／
　県農業大学校
　☎０２８（６６７）０７１１

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）

推薦入試 社会人入試

受験
資格

平成 31 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、
平成31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

受付期間／9月6日（木）～20日（木）
試験日／ 9 月 29 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

第 4回精神障がい者家族教室
日時／ 9月26日（水）13：30～ 15：30
場所／栃木県矢板健康福祉センター
対象／精神障がい者の家族、支援者等
内容／講話「障害福祉サービスについて」
参加費／無料
申込方法／ 1 週間前までに、電話で
　　　　　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

差し押さえ動産の合同公売
　税金の滞納により差し押さえた動
産を公売します。
日時／
　9月27日（木）
　10：00 ～12：00　下見会・受付
　12：00 ～ 　　　　公売開始
※オークション形式
場所／
　栃木県河内庁舎  本館5階大会議室
　（宇都宮市竹林町 1030-2）
そのほか／
　詳しくは、栃木県ホームページを
ご覧ください。
問い合わせ／
　宇都宮県税事務所特別整理担当
　☎０２８（６２６）３１７１　
　市税務課徴収担当　☎（４３）１１１５

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28日（金）　＊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　旅行券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

保育のお仕事「スタート講座」
　保育士の資格を有しながら保育分
野に就業していない潜在保育士を対
象に、知識や技術を再確認するため
の研修を行い、保育分野への再就業
を促進します。
日時／
　10月 9日（火）10：00 ～ 14：30
場所／
　トコトコ大田原
　（大田原市中央一丁目 3-15）

対象／
　保育職を希望する方、保育職に興
味・関心のある方
定員／ 20 人程度
参加費／無料
申込方法／電話でお申し込みください。
そのほか／託児もあります。（無料・要予約）
申込・問い合わせ／
　（社福）県社会福祉協議会
　☎０２８（３０７）４１９４

公開講座「ネット依存の実態と対応」
日時／
　10 月 28 日（日）10：00 開演
場所／栃木県青年会館 コンセーレ
定員／ 150 人（先着順）
参加費／無料
講師／
　独立行政法人　国立病院機構
　久里浜医療センター 樋口 進院長
申込方法／
　氏名、電話番号、参加人数、お知
りになった方法を明記の上、電話・
ファクス・メール・ハガキでお申し
込みください。
申込・問い合わせ／
　〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6
　栃木いのちの電話　事務局
　☎０２８（６２２）７９７０
　 ０２８（９０２）１０３０
　 tid1999@maple.ocn.ne.jp

塩谷病院  第 5回市民公開講座
「気をつけよう糖尿病（仮）」
日時／
　9月 22 日（土）14：00 開演
場所／文化会館  小ホール
定員／ 250 人
参加費／無料
講師／
　塩谷病院糖尿病内分泌代謝内科
　部長　山内　恵史医師
申込方法／
　電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　国際医療福祉大学塩谷病院
　☎（４４）１１５５

「土のう」が必要になったら
　9月は、台風による大雨被害が発生
しやすい時期です。市では「土のう」
を備蓄しています。大雨による浸水被
害の恐れがある方に対して、必要に
応じて支給しますのでご連絡ください。
問い合わせ／
　危機対策班　☎（４３）１１１４

募　　集
防衛医科大学校 防衛大学校
看護学科 医学科 一般

受験資格 18 歳以上 21歳未満の方
受付期間 9/5（水）～ 28（金）
1 次
試験日 10/20（土）10/27（土）10/28（日）

11/3（土）
11/4（日）

試験会場 宇都宮市

お知らせ

　　平成 30 年 9月号 25

地域防災力向上シンポジウム
　防災関係の講演やパネルディス
カッションを開催します。ぜひお越
しください。
日時／ 9 月 29 日（土）
　　　13：00 ～ 16：00
場所／
　文化会館  大ホール
問い合わせ／
　危機対策班　☎（４３）１１１４

犯罪被害者等支援巡回パネル展示
　犯罪被害者等の置かれている現状
や支援の必要性について紹介します。
日時／
　9月 18 日（火）～ 9月 28（金）
場所／
　市役所本庁舎 1階  市民室
問い合わせ／
　危機対策班　☎（４３）１１１４

2018とちぎ動物愛護フェスティバル
　動物ふれあい広場、一日獣医さん
体験のほか、たくさんの催し物があ
ります。動物とふれあいながら、人
と動物がともにしあわせに暮らせる
社会について考えてみませんか。
日時・場所／
　9月 24 日（祝・月）
　10：00 ～ 11：40　記念講演・式典
　　　　　（栃木県庁東館4階講堂）
　11：00 ～ 15：00　各種イベント
　　　　　　　（オリオンスクエア）
問い合わせ／
　栃木県動物愛護指導センター
　☎０２８（６８４）５４５８

とちぎ木づかいフェス
　　　～もくもくまつり2018～
日時／10月 8日（祝・月）
　　　10：00～ 14：30
場所／栃木県庁舎  県民広場
内容／
　チェーンソーを使って丸太に彫刻
を行うチェーンソーカービングショー
やとちぎ材を使った木工教室、昔懐
かし上棟式など楽しいイベントを用
意して皆さまをお待ちしています。
問い合わせ／
　とちぎ木材フェスティバル実行委員会
　☎０２８（６５２）３６８７

第38回矢板市サッカーフェスティバル
日時／ 10月 8日（祝・月）8：00～
場所／矢板運動公園陸上競技場
種目／
①ボールリフティングチャンピオン大会
②ドリブル競争　③フットサル大会
申込期限／ 9月 19 日（水）
そのほか／
　ボランティアスタッフも募集してい
ます。詳しくはお問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　市サッカー協会　☎（４３）７６６７

栃木県立聾学校  学校公開
日時／ 9 月 28 日（金）
　　　10：00 ～ 12：30
場所／栃木県立聾学校
内容／
・学校概要の説明
・授業および施設設備等自由参観
　詳しくは、ホームページをご覧ください。
申込方法／
　直接、電話かファクスで氏名および
所属を明記の上、9月14日（金）まで
にお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　栃木県立聾学校
　☎０２８（６２２）３９１０
　 ０２８（６２４）６８８７

「法の日」司法書士法律相談
　司法書士が無料法律相談を実施し
ます。相談については、お近くの司
法書士事務所に直接ご連絡ください。
日時／ 10 月 1 日（月）～７日（日）
場所／県内各司法書士事務所および特設会場
内容／司法書士の業務に関する相談
（登記、供託、訴訟、成年後見、多重債務等）
問い合わせ／栃木県司法書士会
　☎０２８（６１４）１１２２

全国一斉！法務局休日相談所の開設
　全国の法務局で一斉に休日相談所
を開設することとなりました。登記・
戸籍・供託・人権などに関する相談
所の開設や公証人・職員による講演
会も開催します。
日時／ 10月７日（日）
　　　10：00 ～ 15：00　相談
　　　10：30 ～　講演会「相続」
場所／宇都宮地方法務局本局庁舎
参加費／無料

そのほか／
　詳しくは、宇都宮地方法務局の
ホームページをご覧ください。
申込・問い合わせ／
　宇都宮地方法務局総務課庶務係
　☎０２８（６２３）６３３３

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
第１２回国際太鼓フェスティバル開催
日時／10月21日（日）14：00開演
場所／氏家公民館ホール
入場券／一般 500 円
※高校生以下無料、当日 13：00 か
ら氏家公民館入口で販売
問い合わせ／
　一般財団法人浅野太鼓文化研究会
　☎０７６（２７７）１７２１

高根沢町
Ｈｏｎｄａ　Ｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎ
　誕生から60年を迎えるスーパーカ
ブをはじめ、シビック、インテグラが
登場します。
日時／9月29日（土）～11月4日（日）
　　　9：00～ 17：00
休館日／月曜日、10月9日（火）
※10月 8日 （祝・月）は開館
場所／高根沢町歴史民俗資料館
問い合わせ／
　高根沢町歴史民俗資料館
　☎０２８（６７５）７１１７

塩谷町
ふるさと高原山を愛する集い2018　
秋のバーベキュー大会
　高原山への思いと山の日の意義を
共有しましょう！
日時／ 10 月 8 日（祝・月）
　　　　11：00～14：00（受付10：30～）
場所／玉生運動広場
　　　（塩谷町玉生 965-2）
参加費／ 10,000 円
　　　　（1グループ　約 4人分）
そのほか／ 9 月 25 日（火）までに
　　　　　お申し込みください。
問い合わせ／
　ふるさと高原山を愛する集い実行
委員会事務局（塩谷町企画調整課内）
☎０２８７（４５）１１１２

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・エレクトーン  ・本棚・食器棚
・プリンタインク（EPSON互換 IC-50）
・シングルパイプベッド ・つり具　
・洋服ダンス ・大人用三輪自転車
・ジュニアシート ・電動シニアカー

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・自転車（大人用）  ・麻雀牌  ・麻雀卓
・グラウンド・ゴルフのクラブ、ボール
・キーボード（楽器）・外で遊べる遊具
・女児用衣類（サイズ 90 以下）
・ベビーベッド・50㏄スクーター

問い合わせ／
　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１




