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県の施設をみる「県民バス」参加者
日時／ 7 月 5 日（木）
　　　市役所9：00集合、16：40解散
見学施設／
　県立美術館、農業大学校、昼食は
道の駅ろまんちっく村（各自自由）
対象／
　矢板市・さくら市・塩谷町在住の方
定員／ 46 人　＊申込多数の場合抽選
申込締切／
　6月 14 日（木）＊当日消印有効
申込方法／
　往復はがき（124 円）の「往信用
裏面」に、①氏名②住所③当日連絡
可能な電話番号④年齢⑤性別を記入
の上、「〒 320-8501（住所不要）栃
木県庁広報課県民プラザ室」までお
送りください。
※ 1枚のはがきで 2人まで申込可能。
　2人の場合はそれぞれ①～⑤を明
　記してください。
申込・問い合わせ／
　県民プラザ室
　☎０２８（６２３）３７６６

矢板国際交流会バスツアー参加者
　市内在住の外国人の方々との交流
体験をしてみませんか。
日時／ 6月10日（日）8：45～16：00
場所／
　真岡市（井頭公園、岡部記念館など）
定員／ 35 人
参加費／ 1,500 円
申込方法／
　5月 25 日（金）までに電話でお
申し込みください。
申込・問い合わせ／
　矢板国際交流会　会長　山口
　☎０９０（４３７７）２９９９

平成 31年 3月新卒者求人説明
会参加企業
　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21日（月）14：00～15：30
場所／
　生涯学習館（矢板市矢板 106-2）
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

県北産業技術専門校・訓練生
　障がいのある方を対象に、就職に
必要な知識や技能を習得するための
コースを実施します。
コース名／清掃実務科
訓練期間／
　7月 3日（火）～ 8月 31 日（金）
　9：15 ～ 15：15
場所／
　（福）あいのかわ福祉会
　ぱん屋さんのカフェHoneyBee
　（大田原市浅香 1丁目 3542-215）
訓練内容／
　清掃作業全般、配膳及び接客作業、
簡単なパソコン入力、基礎教養等を
学び、職場体験実習を行う。
対象／
　知的・精神障がいがあり、ハロー
ワークに求職申し込みしている方
定員／ 5 人
募集期間／5月7日（月）～6月9日（土）
選考／ 6 月 13 日（水）　面接
そのほか／
 ・受講料は無料、教材等は自己負担。
 ・下記、またはお近くのハローワー
　クまでお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県北産業技術専門校
　職業能力開発担当
　☎０２８７（６４）４０００

第 14 回栃木県障害者スポーツ
大会参加選手
日時／ 9月30日（日）8：30～15：30
場所／栃木市総合運動公園ほか
対象／下の①、②の資格を満たす者。
①平成 30年 4月1日現在で満12歳
　以上の身体障害者および知的障害者。
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等に入所お
　よび通所・通学している者。
内容／
　陸上競技、卓球、アーチェリー、
フライングディスク、水泳、サウン
ドテーブルテニス、グランドソフト
ボール、ソフトボール、車いすバス
ケットボール
参加費／無料
定員／各市町、学校、施設等の代表
　　　選手　約 2,000 人
申込方法／
●在宅、会社等勤務の方
　居住する市町の障害福祉担当窓口
　にお申し込みください。
●学校・施設等に所属する方
　学校・施設等にお申し込みください。
申込期間／ 5月17日（木）
　　　　　～6月7日（木） ＊必着

そのほか／
　平成 31年度の「第19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 

塩谷病院  第 1 回市民公開講座
「下肢静脈瘤に関する講演」
日時／ 5 月 26 日（土）14：00 開演
場所／塩谷看護専門学校 講堂
定員／ 200 人　＊先着順
入場料／無料
講師／塩谷病院  血管外科部長
　　　地引 政利医師
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

元気の出る子育て支援講演会
withママと赤ちゃん
日時／ 6 月 3 日（日）
　　　13：30 ～ 16：15（開場13：00）
場所／那須野が原ハーモニーホール
内容／
　母乳育児の健康への効果～ママと
赤ちゃんの今と未来を守るおっぱいの力～
講師／
　瀬川雅史氏（札幌のえる小児科医院長、
小児医・IBCLC）
参加費／無料
そのほか／無料託児あります。
　　　　　　（1歳以上、25人まで　＊先着順）
問い合わせ／
　たんぽぽママのおしゃべり会
　☎０８０（６５０４）００８１
tanpopomama88@gmail.com

「チャリ整え会」
♡おしりの悩み解決します♡
　あなたの愛車（スポーツバイクな
ど）をより乗りやすくするため、競
輪選手だった経験を生かしてサドル
やハンドル位置を絶妙に調整します。
毎月開催していますので、お気軽に
ご参加ください。
日にち／5月19日（土）
場所／市役所駐車場
参加費／ 1 台 1,000 円
申込方法／
　「チャリプロ」フェイスブックま
たは電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　秘書広報課　☎（４３）３７６４

募　　集

チャリプロFacebook
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休日収納窓口を開設します
日時／ 5月26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

平成 30年工業統計調査を実施
します
　工業統計調査は我が国の工業の実
態を明らかにすることを目的とした
統計法に基づく報告義務がある重要
な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として利活用されま
す。調査時点は平成30年6月1日です。
調査票へのご回答をお願いします。
問い合わせ／総合政策課電算統計班
　　　　　　☎（４３）１１７０

子どもの料理コンクールのお知らせ
　今年も「子どもの料理コンクール」
を開催します。テーマは「野菜たっ
ぷりヘルシーランチ」です。応募者
全員に、賞品を差しあげます。
※詳しくは、市ホームページ（5月初旬
　掲載予定）と6月号広報でお知らせ
　しますので、ぜひご参加ください。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

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
　県民の皆様から年間
700 円ご負担いただき、
荒廃した森林の整備や
木を使うことの大切さ
の普及啓発など、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。皆様
のご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ／
　県環境森林部環境森林政策課
　☎０２８（６２３）３２９４

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。
　平成 30 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
（木）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、ペイジーでも納付できます。
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、3年間延長されました。
　お手持ちの農業用免税証の有効期
限は「平成30年3月31日まで」を「平
成 30 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）２１７１

国土交通省から「重要なお知らせ」
　平成 30 年 5 月から「タカタ製エ
アバッグ」リコール未改修車は、車
検が通らなくなりますので、ご注意
ください。平成 29 年 10 月時点で、
国内に約320万台の未改修車が国内
に存在します。異常破裂による死亡
事故も発生しているこ
とから、早急にリコー
ル作業を受けてくださ
い。
問い合わせ／
　国土交通省タカタ専用ダイヤル
　☎０３（５５３９）０４５２

春の山野草展
日時／ 5月12日（土）9：00～16：30
　　　　　 13日（日）9：00～15：00
場所／片岡公民館コミュニティホール
内容／
　競技花・単品植え・寄せ植えなど
の展示、チャリティー商品の販売
入場料／無料
問い合わせ／
　片岡山野草会　代表　内野
　☎０８０（１１３２）０６０５

矢板高校　春の花・野菜苗販売
　矢板高校農場で栽培した花壇用
苗・野菜苗を直売します。自治会な
ど大口のご購入にも応じます。ぜひ
ご来場ください。

販売開始日／
　5月 8日（火）9：00 ～ 12：00
※以降は毎週火・木曜の同時間帯で
　品切れまで
場所／矢板高校農場・温室
（学校北側のバスロータリーからお
入りください）
販売物／
　花壇用苗（サルビア・マリーゴールドなど）  50 円
　野菜用苗（ナス）　　　　　　 70 円
　野菜用苗（ピーマン・キュウリなど）  60 円
問い合わせ／
　〒 329-2155　矢板市片俣 618-2
　矢板高校　☎（４３）０２６０

お 知 ら せ

特設ホームページ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
第 15回きつれ川ポピーまつり
　約 300 万本の赤やピンク、オレ
ンジのポピーが咲き誇り、模擬店や
ステージイベントがあります。
日時／ 5 月 26 日（土）・27 日（日）
　　　 9：30 ～ 16：00
※ポピー園は 5月 12日（土）～ 6月
　16 日（土）まで開園予定。
場所／荒川河川敷兎田河原
問い合わせ／
　喜連川観光協会
　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
駅の前のマーケット vol.10
　こだわりのお店約40店舗が出店。
お気に入りのお店を見つけてください。
日時／ 5月27日（日） 10：00～15：00
場所／ JR宝積寺駅東口  ちょっ蔵広場　
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
尚仁沢はーとらんど新緑まつり
　2018 マロニエメイツによるブ
ルーベリーの苗木配布（先着 100
人）や地元産野菜の直売、木工教室、
お楽しみ福引き会などを行います。
日時／ 5月12日（土）10：00～14：00
場所／尚仁沢はーとらんど
問い合わせ／塩谷町産業振興課
　　　　　　☎（４５）２２１１

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

譲
り
ま
す

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・エレクトーン　　　　　　・猫用キャリーバッグ
・洋服ダンス　　　　　　　・シングルパイプベッド　
・チャイルドシート　　　　・ジュニアシート
・ベビーベッド（ピンク）　
・女児用衣類（サイズ90未使用／半袖ジャケット、Tシャツ・ズボン）

・自転車（大人用）
・グラウンドゴルフの
　クラブ・ボール
・三輪車
・外で遊べる遊具


