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栃木県警察官採用試験
　「至急、栃木県警に応援を !  とち
ぎのヒーロー・ヒロインになろう‼」
試験区分／
 ・大学卒業者（見込含む）＊男性のみ
 ・高校卒業者等（見込含む）
受付期間／
　7月 27 日（金）～ 8月 31 日（金）
1 次試験／
　9月 16 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

夏の出会い　ダムに行こう！
～年に 1度のダム無料公開～
　普段は見ることのできないダムの
内部を見学できます。ダムを初めて
見る方にも分かりやすく説明します。

※当日はダムカードを配布しています。
問い合わせ／
　栃木県矢板土木事務所ダム管理部
　☎（４３）５２２４

矢板東高等学校附属中学校
学校説明会
日時／
　7月 29日（日）10：30 ～ 12：00
　（受付 10：00 ～）
場所／文化会館  大ホール
定員／ 1,000 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
 ・平成31年度入学者選考などについて
そのほか／
　学校公開を10月21日（日）9：30
～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。
問い合わせ／
　矢板東高等学校附属中学校
　☎（４３）１２４３

第 2回精神障害者家族教室
日時／
　7月 17日（火）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「障害年金制度について」
参加費／無料
申込方法／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

【追加講演】市制施行60周年記念
塩谷病院    第 2 回市民公開講座
「いつまでも元気に歩くために」
～ 足の痛み解消法 ～
日時／ 7 月 14 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
　　　病院長　須田　康文医師
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

第 11回がんの 市民公開講座
「ACP（アドバンス・ケア・プランニング）」
～もしもの時のために話し合いをはじめよう～
日時／
　7月 21日（土）13：30～ 15：30
場所／
　那須赤十字病院  マイタウンホール
参加費／無料
講師／
　広島県健康福祉局がん対策課
　緩和ケア推進監　本家　好文氏
申込方法／電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　那須赤十字病院がん診療対策推進室
　☎０２８７（２３）１１２２

「COOL CHOICE とちぎ チャレ
ンジ！ 2018」
　県では、省エネ家電買い換えキャ
ンペーンを実施しています。県内の
販売店で対象の省エネ家電製品に買
い換えて、ご応募いただいた方の中
から抽選で約 100 人の方に景品を
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電球・LEDランプ・LED照明
　器具
応募資格／
　県内に在住・通勤・通学されている方
応募期間／ 9 月 30 日（日）まで
応募方法／
　「COOL CHOICE とちぎ」 
総合サイトからご応募
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　

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

募　　集

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 27 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 年間を通じて受付中 7月 1日（日）～ 9月 7日（金）
1 次
試験日

受付時に
お知らせします。

9月21日（金）～
23日（日）のいずれか 9月 17 日（月）

試験場所 宇都宮市

日時 場所

7/26
（木） 10：00

〜
15：00

寺山ダム（矢板市長井）
東荒川ダム・西荒川ダム
（塩谷町上寺島）

7/28
（土）

塩原ダム（那須塩原市金
沢、もみじ谷大吊橋南）

①講習会・ 模擬試験 ②試験 ③更新講習会

日時 9 月 27 日（木）
10：00 ～ 17：00

10 月 30 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（金）まで　＊当日消印有効 7月31日（火）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≫
資格の有効期限が平成31年 3月
31 日までの方、または有効期限
が平成 30 年 3月 31 日で切れ、
現在資格失効している方

総合サイト
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県立盲学校
学校支援ボランティア養成講座
　視覚障がい者に対する理解を深め
ていただき、ボランティアとしてご
支援いただける方を募集します。
日時／
① 8月 11 日（土）9：00 ～ 12：00
② 8月 25 日（土）9：00 ～ 12：00
③ 9月 18 日（火）9：30 ～ 12：00
場所／県立盲学校
定員／ 15 人程度
対象／
 ・視覚障がい者へのボランティアに
　興味関心があり、修了後継続して
　活動可能な高校生以上の方
 ・全 3回の講座を受講可能な方
申込方法／
　7月 13 日（金）までに電話でお
申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県立盲学校
　☎０２８（６５２）２３３１

県立那須特別支援学校
学校支援ボランティアスクール
　障がいのある子どもたちに対する理
解を深めていただき、ボランティアと
してご支援いただける方を募集します。
日時／
　全 6回（9：00 ～ 12：30）
① 8/18（土）② 9/7（金）③ 9/29（土）
④10/27（土）⑤11/6（火）もしくは10（土）
⑥ 12/1（土）（※④のみ 9：00～ 15：00）
場所／県立那須特別支援学校
定員／ 30 人程度
対象／
 ・特別支援学校のボランティアに興
　味関心があり、修了後継続して活
　動可能な高校生以上の方
 ・4回以上受講可能な方　※⑤は必須
申込方法／
　7月 13 日（金）までに電話でお
申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県立那須特別支援学校
　☎０２８７（３６）４５７０

放送大学 10月入学生
　放送大学は、テレビやインターネッ
トで授業を行う通信制の正規の大学
です。10～ 90 代の幅広い世代の方
がさまざまな目的で学んでいます。

　心理学・福祉・経済・歴史・自然
科学など、約300の幅広い授業科目
があり、1科目から学ぶことができます。
募集区分／
【教養学部】
 ・科目履修生（6カ月在学し、希望科目を履修）
 ・選科履修生（1年間在学し、希望科目を履修）
 ・全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）
【大学院】
 ・修士科目生（6カ月在学し、希望科目を履修）
 ・修士選科生（1年間在学し、希望科目を履修）
出願締切／
　9月 20 日（木）まで
※インターネット出願も受付中です。
出願・問い合わせ／
　放送大学栃木学習センター
　☎０２８（６３２）０５７２

英語で遊ぼう (^^♪浴衣着付け
＆七夕撮影会

場所／ココマチ  こどものひろば
対象／どなたでも
定員／ 30 人（着付けのみ）　＊先着順
そのほか／
　詳しくは、「ソフィア青
少年リーダーFacebook」
をご覧ください。
問い合わせ／
　ソフィア　髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

地域と輪になる夏まつり in 長井
日時／
　7月 15日（日）10：00～ 14：00
場所／旧長井小学校（体育館）
内容／
　模擬店・子育て相談・昔遊び ・ミ
ニマルシェ・地域で活動している
サークル等の披露 を行います。ぜ
ひ遊びに来てください。
問い合わせ／
　夏まつり実行委員会
　（NPO法人ワーカーズコープりんごの木）
　☎（４３）０４２４

無料不動産相談会
日時／ 7月17日（火）13：30～15：30
場所／保健福祉センター  2階  会議室
相談員／県北支部相談担当委員
内容／不動産相談　※予約制
問い合わせ／
　（公社）県宅地建物取引業協会県北支部
　☎０２８７（６２）６６７７

お知らせ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
光と遊ぶ超体感型ミュージアム　
魔法の美術館
　県内初の、見て、触れて、参加す
る新しい形の超体感型ミュージアム
「魔法の美術館」を開催します。
日時／7月14日（土）～9月2日（日）
　　　 9：00 ～ 17：00
　　　（入館は 16：30まで）
※入館料や休館日はお問い合わせください。
場所・問い合わせ／
　さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－
　☎０２８（６８２）７１２３

高根沢町
駅の前のマーケットvol.11
　雑貨、ワークショップ、こだわり料
理、移動販売車など、約 40 店舗が
出店します。
日時／ 7月 29日（日）
　　　10：00 ～ 15：00
場所／ちょっ蔵広場、クリエイターズ・　　
　　　デパートメント（宝積寺駅東口）
問い合わせ／
　高根沢町移住・定住・創業支援センター
　☎０２８（６１２）５７７１

塩谷町
夏のさかなまつり
　つかみどりで取った魚は全てお持
ち帰りいただけますので、ぜひ、ご
家族でご参加ください。
日時／
　7月 22 日（日）
　9：30受付開始　11：00スタート
場所／尚仁沢はーとらんど
そのほか／お子さまと保護者の方が
　　　　　参加いただけます。
問い合わせ／塩谷町産業振興課
　　　　　　☎（４５）２２１１

日時 内容

7/7
（土）

13：30～・英語で遊ぼう(̂ ♪̂・英語の歌＆ゲーム、英会話
14：00～・浴衣着付け＆七夕撮影会・夢を叶える計画表づくり
15：00～・楽習会  （宿題、英数検、受験対策）

ソフィアFacebook

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）
・三輪車  ・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




