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令和 3年 5月号24

募　　集
第17回栃木県障害者スポーツ
大会参加選手
日時／ 9月26日（日）8：30～15：00
場所／栃木県総合運動公園ほか
対象／下の①、②の資格を満たす者
① 4月 1日現在で満 12 歳以上の身
体・知的・精神障がい者

②県内に現住所を有する者。または
　県内にある施設や学校などに入所
および通所・通学している者

内容／
 ・陸上競技（身・知）
 ・卓球（身・知・精）
　※サウンドテーブルテニス（身）を含む
 ・アーチェリー（身）
 ・フライングディスク（身・知）
 ・水泳（身・知）
 ・ボッチャ（身）
 ・グランドソフトボール（身）
 ・ソフトボール（知）
 ・車いすバスケットボール（身）
参加費／無料　　定員／約 2,000 人
申込方法／
●在宅、会社などにお勤めの方
　居住する市町の障がい福祉担当窓
　口にお申し込みください。
●学校・施設などに所属する方
　学校・施設などにお申し込みくだ
さい。

申込期間／
　5 月 12日（水）～ 6月 3日（木） 　
＊必着

そのほか／
　令和 4年度の「第 22回全国障害
者スポーツ大会」の選手は、原則と
して、本大会の参加者から選考します。
問い合わせ／
　特定非営利活動法人栃木県障害者
　スポーツ協会
　☎０２８（６２４）２７６１
    ０２８（６２４）２７６１ 

【とちぎジョブモール】
求職者のための巡回セミナー＆
巡回相談会
　栃木県が設置する「とちぎジョブ
モール」では、県内の労政事務所など
を巡回し、就労に関するご相談をお受
けする巡回相談会を実施しています。
　矢板市では、以下の日程で実施し
ます。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／ 6 月 8 日（火）
場所／市生涯学習館
申込方法／開催日の前日15：00まで
に、電話でお申し込みください。

【巡回セミナー】
時間／ 10：30 ～ 12：00
定員／ 15 人　＊先着順
講師／キャリアカウンセラー
内容／応募書類の書き方
【巡回相談会】
時間／ 13：00 ～ 16：00
相談員／キャリアカウンセラー
内容／就職活動へのアドバイス・適
正職業診断・履歴書の書き方・面
接の受け方

申込・問い合わせ／大田原労政事務所
　　　　　　　　  ☎（２２）４１５８

骨髄提供希望者登録受付
　県北健康福祉センターでは、骨髄
提供希望者登録受付を毎週実施して
います。お気軽にお問い合せください。
日時／毎週火曜日　11：00～ 11：30
※閉庁日を除く
場所／栃木県県北健康福祉センター
　　　（県北保健所）
内容／問診、血圧測定、採血
登録要件／
 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供内容に
　ついて十分に理解されている方
 ・年齢が 18 歳以上 54 歳以下で健
康な方

 ・体重が男性 45kg 以上 / 女性 40kg
以上の方

 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供につい
　て家族の同意を得ている方
申込方法／電話または直接来所のう
え予約をしてください。

申込・問い合わせ／
　栃木県県北健康福祉センター（県北保健所）
　☎（２２）２６７９

令和4年3月新卒者求人説明会
　新卒者の採用予定のある企業を対象
とした新卒者求人説明会を開催します。
日時／ 5月20日（木）14：00～15：30
場所／片岡公民館  コミュニティホール
そのほか／
 ・参加希望の企業は事前にお申し込
　みください。
 ・学生、生徒向けの説明会ではありません。
申込・問い合わせ／
　ハローワーク矢板　☎（４３）０１２１

ガールスカウト栃木連盟
第 22団会員
　ガールスカウトに参加して、さま
ざまなことにチャレンジしてみませ
んか？現在、5 歳から 80 代の方ま
で活動中です。
　また、男の子や男性スタッフも準会
員として募集中です。（制服・会費なし）
活動内容／「何でもチャレンジ！」
 ・ガールスカウト集会
 ・キャンプ、野外炊飯、防災教室
 ・英語で遊ぼう (^^♪
※国際人のための英語習得活動
 ・「世界に一つ」を作ろう♪
※年中行事に合わせた手作り
 ・「福祉まつり」への出店
 ・各種ボランティア活動
対象／どなたでも　※年齢制限なし
問い合わせ／
　ガールスカウト栃木連盟第 22団
　髙瀬　☎０９０（３４０１）１７５５
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お 知 ら せ
休日収納窓口を開設します
日時／ 5 月 22 日（土）
　　　 9：00 ～ 16：30
場所／税務課（市役所本館 2階）
内容／市税の納付、納税相談
問い合わせ／税務課
　　　　　　☎（４３）１１１５

自動車をお持ちのみなさんへ
　自動車税は、毎年 4月 1日時点で、
運輸支局に登録されている自動車の
所有者に対して課税される県税です。
　令和3年度の自動車税納税通知書
を発送しましたので、5月 31 日（月）
までに必ず納めましょう。
　銀行や郵便局などの金融機関のほ
か、コンビニエンスストア、クレジッ
トカード、ペイジーに加えて、スマー
トフォン決済アプリでも納付するこ
とができます。
問い合わせ／
　矢板県税事務所
　☎（４３）２１７１

農業用免税軽油をお使いのみなさんへ
　軽油取引税の減免措置は、3月31日
をもって終了することになっていま
したが、地方税法の改正により、期
間が 3年延長されました。
　お手持ちの免税証は、有効期限「令
和 3年 3 月 31 日まで」を「令和 3
年 12 月 31 日まで」と読み替えて、
引き続き使用できます。
問い合わせ／
　矢板県税事務所
　☎（４３）２１７３

特定外来生物クビアカツヤカミ
キリに注意 !!
　幼虫がサクラ、モモ、スモモ、ウ
メに寄生し、樹木内部を食い荒らす
ことで、衰弱・枯死させるクビアカ
ツヤカミキリによる被害が拡大して
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
に駆除するととも
に、生活環境課も
しくは栃木県塩谷
南那須振興事務所
へ御連絡ください。
問い合わせ／
　生活環境課
　☎（４３）６７５５
　栃木県塩谷南那須振興事務所
　☎（４３）２３１８

栃木県では「とちぎの元気な森
づくり県民税」を導入しています
　県民の皆さまから年間 700 円ご
負担いただき、荒廃した森林の整備
など、大切な森林を次の世代へ引き
継ぐために活用しています。皆さま
のご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ／
　栃木県環境森林部環境森林政策課
　☎０２８（６２３）３３０２

教科書展示会について
　教科用図書（教科書）について理
解を深めることを目的として教科書
展示会を行います。
　教育関係者はもとより、保護者、
一般の方も閲覧することができます。
日時／ 6 月 11 日（金）～ 30 日（水）
　　 　9：00～ 17：00　※土日を除く
場所／矢板教科書センター
　　　（栃木県塩谷庁舎 4階）　　
問い合わせ／
　栃木県塩谷南那須教育事務所
　☎（４３）０１７６

家内労働のみなさまおよび家
内労働を委託されている方へ
　栃木県電気機械器具製造業最低
工賃が改正されます。県内で電気
機械器具製造業に係る業務に従事
する家内労働者およびこれらの業
務を委託する委託者が対象です。
効力発生日／ 4 月 20 日から
品目／コネクター

工程／差し（電線の端末に取り付
けられた端子をコネクターに差
し込むことをいう）
規格／リード線について行うもの
金額／ 1 ピンにつき 46 銭
問い合わせ／
　栃木労働局賃金室
　☎０２８（６３４）９１０９

電話による相続・遺言無料相談
日時／ 7月までの毎月第2・4土曜日
　　 　10：00 ～ 15：00
相談方法／予約をした相談者に、相
談員から所定の時間に電話をし
て相談を行います。相談時間は
30 分程度です。

相談内容／相続・遺言に関する相談
相談員／司法書士
予約・問い合わせ／
　栃木県司法書士会
　☎０２８（６１４）１１２２

栃木県政世論調査にご協力ください
　県内にお住まいの18歳以上の方
2,000人を対象に、5月24日（月）か
ら6月15日（火）まで栃木県政世論
調査を実施します。
　この調査は、暮らしや県政への要
望などについて、県民の皆さまが日頃
感じていることをお伺いし、「人が育ち、
地域が活きる 未来に誇れる元気な“と
ちぎ ”」を皆さまと共に築き上げてい
けるよう、県政施策の基礎資料とさせ
ていただくために行うものです。
　調査をお願いする方には、栃木県
全域から無作為に抽出させていただ
いた上で、調査票を郵送いたします
ので、その際はぜひご協力をお願い
いたします。
　なお、お答えいただきました個人
の情報などは、この調査目的以外に
は一切使用しませんので、個人名が
出るなどしてご迷惑をおかけするよ
うなことは、絶対にありません。
問い合わせ／
　栃木県広報課
　☎０２８（６２３）２１５８

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなど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。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。
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・スロージューサー
・ベビーベット
・猫砂（5袋）
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っ
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・ミシン
・チャイルドシート問い合わせ／

　消費生活センター（生活環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

詳しくはこちら


