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献血にご協力ください！
日時／
　 8 月 21 日（火）
　10：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：00
場所／
　市保健福祉センター（東側駐車場）
内容／全血献血のみ 200ml、400ml
※移動献血車（バス）での献血となります。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

第 3回精神障がい者家族教室
日時／
　8月27日（月）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／
　講話および演習「家族SST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

「ジュニア知事さん」作文
　「もし私が知事になったら、こん
なことをしてみたい」をテーマに、
やりたいことを書いてください！
対象／県内に在住または通学してい
　　　る小学 4～ 6年生
応募方法／
　9月 7 日（金）までに、400 字づ
め原稿用紙 1 枚にまとめて、郵送
してください。
そのほか／
　おもて面の余白に「題名」、裏面
に「学校名・学年・氏名（ふりがな）・
性別」を書いてください。
応募・問い合わせ／
　〒320-8501  栃木県広報課（住所不要）
　☎０２８（６２３）２１５８

福祉・介護職「見学・体験」
　高校生以上の方を対象に施設での
見学・体験参加者を随時募集してい
ます。
日時／平成31年 3月8日（金）まで
場所／県内福祉・介護施設
参加費／無料

コース／
●見学コース…施設内の見学、仕事
　内容や施設の役割などの説明
●体験コース…施設利用者との交流
　介護・介助・業務の補助など
そのほか／
　申込方法や実施施設な
ど詳しくは、ホームペー
ジをご覧ください。
申込・問い合わせ／
　（社福）県社会福祉協議会
　☎０２８（６４３）５６２２

福祉のお仕事「就職フェア」
　矢板市および近隣市町にある高齢
者や障がい者の福祉施設、ヘルパー
ステーション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。
日時／9月8日（土）13：00～15：30
場所／那須塩原市健康長寿センター
　　　（那須塩原市南郷屋 5-163）
対象／
　福祉分野に就職を希望
する方、福祉の仕事に興
味・関心のある方
参加費／無料
そのほか／申込不要。入退場自由。
問い合わせ／
　（社福）県社会福祉協議会
　☎０２８（６４３）５６２２

うちの動物見て見て！コンテスト
　9月 24 日（祝・月）開催の「2018
とちぎ動物愛護フェス
ティバル」で、ペット
写真コンテストを実施
します。詳しくは、ホー
ムページをご確認ください。
応募締切／ 8月31日（金）
応募・問い合わせ／
　〒321-0166　宇都宮市今宮 4-7-8
　栃木県動物愛護指導センター
　☎０２８（６８４）５４５８

塩谷病院    第 3 回市民公開講座
「高齢者診療のプロが教える健
康長寿のひけつ」
日時／ 8 月 25 日（土）14：00 開演
場所／文化会館小ホール
定員／ 250 人　＊先着順
入場料／無料
講師／塩谷病院高齢者総合診療科
　　　部長　岩本　俊彦医師
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

募　　集
平成30年10月採用  矢板市職員案内

平成31年 4月採用  矢板市職員

防衛大学校採用案内

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

推薦 総合選抜 一般
応募資格 18 歳以上 21 歳未満
受付期間 9/5（水）～ 7（金） 9/5（水）～ 28（金）

試験日 9/22（土）・23（日） 1次：9/22（土）
　2次：11/3（土）・4（日）

1次：11/10（土）・11（日）
2次：12/11（火）～15（土）

試験会場 防衛大学校 宇都宮市

矢板市職員

職種
一般事務

C 臨床心理士
Ａ 行政 B 建築土木

採用人数 7 人程度 2人程度 2人程度
試験日 9 月 16 日（日）
場所 矢板東高等学校・矢板公民館

受付期限 8 月 9 日（木）＊必着
申込方法 詳しくは、採用試験案内または市ホームページをご確認ください。 
申込
問合せ

〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市総務課
☎（４３）１１１３　 http://www.city.yaita.tochigi.jp

福祉・介護職
見学・体験

福祉のお仕事
就職フェア

応募方法など
詳しくはこちら

コ

矢板市職員

職種
一般事務
D 行政

採用人数 2 人程度
試験日 9 月 19 日（水）
場所 矢板市役所
受付期限 9 月 10 日（月）＊必着
申込方法 詳しくは、採用試験案内または市ホームページをご確認ください。 
申込
問合せ

〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市総務課
☎（４３）１１１３　 http://www.city.yaita.tochigi.jp
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敬老会を開催します
　長年にわたり社会に貢献してきた
高齢者の皆さま、長寿お祝い申し上
げます。今年も行政区長をはじめ、
地域の皆さまのあたたかいご支援の
もと、それぞれの地域の会場で「敬
老会」を開催します。皆さまお誘い
合わせの上、ぜひご参加ください。
招待者／
　昭和 17 年 4 月 1 日以前に生まれ
た方で、平成 30 年 8 月 1 日現在矢
板市にお住まいの方（住民基本台帳
に登録してある方）
※招待者には、日時・会場を書いた
　招待状をお届けします。
問い合わせ／
　敬老会実行委員会事務局
　（市高齢対策課）　☎（４３）３８９６

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」
「調理と食事」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／
　栃木県県北健康福祉センター
　☎０２８７（２２）２３６４

第33回 栃木県林業センター公開デー
　試験研究の紹介や各種林業体験を
を通じて、森林の大切さや生き物と
の共生について理解を深めてもらう
ため、林業センター公開デーを開催
します。
日時／ 8月18日（土）10：00～14：30
場所／栃木県林業センター
　　　（宇都宮市下小池町 280）
内容／
　VR 林業機械操作体験、狩猟模擬
体験、クラフト体験、ツリークライ

ミング、木材強度試験デモ、チェン
ソーカービング、苗木配布　など
問い合わせ／
　栃木県林業センター
　☎０２８（６６９）２２１１

「働き方改革」に取り組む事業
主の皆さまを支援します
　人手不足対応、長時間労働の縮減、
生産性向上による賃金引き上げなど
の働き方改革についての疑問、悩み
などについて、社会保険労務士など
の専門家が無料でご相談に応じます。
　また、ご希望に応じて
専門家が企業を直接訪問
し、コンサルティングを行
います。詳しくはホーム
ページをご確認ください。
問い合わせ／
　栃木県働き方改革推進支援センター
　☎０２８（６０１）９００１

知っていますか？建退共制度
　この制度は、建設現場労働者の福
祉増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的に設立された退職金制度です。
　事業主は、労働者が働いた日数に応
じて掛け金となる共済証紙を共済手帳
に貼り、労働者が建設業界で働くこと
をやめたときに建退共が退職金を支払
うという、いわば業界全体での退職金
制度です。一人親方でも
加入することができます。
　詳しくは、ホームペー
ジをご確認ください。
問い合わせ／
　建退共栃木県支部
　☎０２８（６３９）２６１１

法定相続情報証明制度
　この制度は、相続人の負担を軽減
するため、戸籍などの書類を基に法定
相続人を法務局が確認し、相続税申
告や金融機関での払い戻しなど、さま
ざまな相続手続で利用す
ることができ公的証明書
を無料で発行するもので
す。詳しくは、ホームペー
ジをご確認ください。
問い合わせ／
　宇都宮地方法務局大田原支局
　☎０２８７（２３）１１５５

「相続登記はお済みですか月間」
　相続に関する各種相談を無料で行
います。
期間／
　8月31 日（金）まで
場所／
　県内各司法書士事務所
問い合わせ／
　栃木県司法書士会
　☎０２８（６１４）１１２２

お知らせ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
きつれがわサマーフェスティバル
＆花火大会
　ステージイベントや大抽選会が開
催され、19：40 頃から約 5,000 発
の花火が打ち上がります。
日時／ 8月 26 日（日）12：00 ～
場所／荒川水辺公園（道の駅きつれがわ隣）
問い合わせ／
　喜連川観光協会
　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
高根沢町町制施行60周年記念イベント
日時／ 8 月 11 日（祝・土）
　　　10：00 ～ 20：00
場所／キリンビール所有地
内容／
　菅野祐悟コンサート、打上花火、
神輿、模擬店ブースなど 1 日中楽
しめる、町制 60 周年記念イベント
を盛大に行います！詳しくは「高根
沢町 60 周年」で検索！
問い合わせ／
　高根沢町企画課
　☎０２８（６７５）８１０２
　
塩谷町
第 23回ふるさと納涼祭
　約10,000発の花火を打ち上げます。
日時／
　8月 15 日（水）17：00 ～ 21：00
＊ 19：20 ～花火大会　
場所／塩谷町工業団地内
問い合わせ／
　ふるさと納涼祭実行委員会
　（塩谷町産業振興課内）
　☎０２８７（４５）２２１１

食中毒予防
詳しくはこちら

県働き方改革推
進支援センター

建退共について
詳しくはこちら

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・エレクトーン  ・猫用キャリーバッグ
・プリンタインク（EPSON互換 IC-50）
・シングルパイプベッド
・洋服ダンス
・ジュニアシート

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）
・女児用衣類（サイズ 90 以下）
・外で遊べる遊具  ・ベビーベッド

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

証明制度
詳しくはこちら

近くの司法書士
を探す




