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問い合わせ／自衛隊栃木地方協力本部大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

自衛隊幹部候補生採用試験 

「緑の募金」知っていますか？
●「緑の募金」運動にご協力ください
　「緑の募金」は、身近な緑化の推
進に活用されるほか、貴重な水資源
を確保するための森林整備や地球温
暖化防止に必要な環境保全にも活用
されています。
募金方法／
　家庭、街頭・イベント、職場、企
業・団体など、随時受け付けていま
す。振込手数料無料の「緑の募金」
専用振込用紙がありますので、（公
社）とちぎ環境・みどり推進機構ま
でお問い合わせください。
●「緑の募金」による助成金制度を
　ご利用ください
対象事業／
 ・森林整備活動
 ・地域における緑づくり活動
申込・問い合わせ／
　市農林課　☎（４３）６２１０
　（公社）とちぎ環境・みどり推進機構
　☎０２８（６４３）６８０１

パパ・ママのための就職活動
出張相談会（マザーズコーナー）
　マザーズコーナーとは、子育てと
仕事を両立させたい方が無料で利用
できる専門支援コーナーです。

場所／
　ココマチ  こどものひろば学習室
相談内容／
 ・就職活動の仕方や不安・悩み相談
 ・仕事で生かせるスキルアップや資
　格取得の方法　など
対象／
　20歳未満のお子さんをお持ちの方
そのほか／
　当日申し込みも可能ですが、事前
予約された方が優先となります。
申込・問い合わせ／
　ハローワーク大田原  マザーズコーナー
　☎（２２）２２６８

塩谷病院  第 1 回市民公開講座
「人間ドック受診のすすめ」
日時／
　4月 21 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／
　塩谷病院総合診療科部長
　北　嘉昭医師
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 5回地域医療交流会
～地域共生社会の実現に向けて～
日時／ 5 月 12 日（土）
　　　16：30 ～ 18：30
場所／那須野が原ハーモニーホール

内容／
【講演会】
「最期まで生きるを支える在宅医療
～佐久総合病院における地域ケア活
動を通して～」
講師：JA長野厚生連佐久総合病院
　　　医師　北澤　彰浩氏
【ミニ講演会】
「住み慣れた家で最期を迎えるとい
うこと～さくら訪問看護ステーショ
ンの実践報告～」
講師：さくら訪問看護ステーション
　　　師長　鳥居　香織氏
定員／ 300 人　＊先着順
申込方法／
　5月 11 日（金）までに、電話・ファ
クス・メールのいずれかでお申し込
みください。
申込・問い合わせ／
　医療法人社団 亮仁会 那須中央病院
　☎（２９）２１２１
　 （２９）２１５２

msw@nasuchuoh-hospital.jp

第18回全国障害者スポーツ大会
（福井しあわせ元気大会）派遣選手
　今秋に開催される全国障害者ス
ポーツ大会に出場を希望する選手を
募集します。
派遣期間／
　10 月 11 日（木）～ 16 日（火）
大会期間／
　10 月 13 日（土）～ 15 日（月）
開催地／福井県
派遣人数／ 30 人　＊予定

募　　集

幹部候補生
一般曹候補生 一般曹候補生

（高等学校在学中） 自衛官候補生種目 一般（大卒程度） 一般（院卒） 歯科 薬剤科

応募資格

 ・22 歳以上 26 歳未満の方
 ・大卒（見込含）で
　20 歳以上 22 歳未満の方
 ・修士課程修了等（見込含）で
　28 歳未満の方

修士課程修了者
等（見込含）で
20 歳以上
28 歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20 歳以上
30歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20 歳以上
28歳未満の方

18 歳以上 27 歳未満の方

受付期間 5 月 1 日（火）まで 5月1日（火）まで 7月 1日（日）
～ 9月 7日（金） 通年受付中

試験日 5月12日（土）・13日（日） 5月 12 日（土） 5月 26 日（土）
9月21日（金）
～23日（日）
のいずれか1日

受付時に通知

試験場所 宇都宮市内

日時
① 5 月 24 日（木）

10：00
〜

11：30

② 7 月 26 日（木）
③ 9 月 27 日（木）
④ 11 月 22 日（木）
⑤ H31 年 1月 24 日（木）
⑥ H31 年 3月 28 日（木）
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募集競技／
　①陸上競技、②水泳、③フライン
グディスク、④アーチェリー（身体
障がい者のみ）、⑤卓球（サウンド
テーブルテニスを含む）、⑥ボウリ
ング（知的障がい者のみ）
申込期間／
　4月 17 日（火）～ 5月 22 日（火） 
そのほか／
　応募資格・申込方法など、詳細は
協会ホームページでご確認ください。
申込・問い合わせ／
　NPO法人栃木県障害者スポーツ協会
　☎・ ０２８（６２４）２７６１
　 http://www.tochi-shinkyo.org/spo.html

市役所南側にある時計が新しく
なりました
　「平成 29 年度  JA 共済地域貢献活
動」の一環で、塩野谷農業協同組合
から 2月 23 日（金）に寄贈を受け
ました。
　時計機能のほか、防犯カメラの機
能も付いており、交通事故の未然防
止や防犯対策に役立つものとして期
待されています。

問い合わせ／
　総務課　☎（４３）１１１３

民生委員・児童委員
　平成 29 年 12 月から、ハッピー
ハイランド矢板行政区において、民
生委員・児童委員が欠員となってお
りましたが、3月 1日（木）付で下
記の方を委員に委嘱しました。
下田　恵子さん（ハッピーハイランド矢板）
問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

保健委員制度を廃止します
　平成 30 年度から市保健委員制度
を廃止します。
　不法投棄防止看板の配布やごみス
テーションの新設・移設・廃止届な
どの取りまとめは、今後行政区の役
員さんに相談してください。

　健診申込関係書類は、全世帯に
　郵送します。健診に関することは、
　健康増進課　 ☎（４３）１１１８
　にお問い合わせください。

問い合わせ／
　くらし安全環境課　☎（４３）６７５５

県営住宅管理者を変更します
　4月 1日から、矢板市・さくら市・
高根沢町の県営住宅の管理者が変わ
ります。4月 1日以降入居等に関す
る問い合わせは、新しい管理者まで
お願いします。
新管理者・問い合わせ／
　矢板市末広町 34-7
　栃木県営住宅管理事務所  塩那プラザ
　☎（４７）７１７４

無料不動産相談会
日時／
　4月 16日（月）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
　☎（６２）６６７７

「協会けんぽ」保険料率変更の
お知らせ
　保険料率が、4月納付分から下記の
とおり変更となります。
健康保険料率   ：9.94%→ 9.92%
介護保険料率※：1.65%→ 1.57%
※40～64歳の方は、介護保険料率が加わります。

問い合わせ／
　協会けんぽ栃木支部
　☎０２８（６１６）１６９２

お 知 ら せ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
喜連川公方春の誘い
第 7回一葉 100 本桜まつり
　ソメイヨシノが散った後に楽しめ
る一葉桜の並木です。よさこいや和
太鼓演奏、模擬店もあります。
日時／ 4 月 22 日（日）
　　　10：30 ～ 14：30
場所／
　荒川桜づつみグラウンドゴルフ場
問い合わせ／
　一葉 100 本桜まつり実行委員会
　☎０９０（４３９４）０９５４

高根沢町
企画展「こいのぼりに願いを」
　こいのぼり・五月人形の展示のほ
か、こいのぼりクラフト、まが玉つ
くり（200 円）など、遊びも盛りだ
くさん！
日時／
　4月 28 日（土）～ 5月 6日（日）
　9：00 ～ 17：00
場所／
　高根沢町歴史民俗資料館
そのほか／
　入場無料。期間内の休館は、5月
1日（火）です。
問い合わせ／
　高根沢町歴史民俗資料館
　☎０２８（６７５）７１１７

塩谷町
道の駅「湧水の郷しおや」
GWイベント
　今年もふわふわ遊具を無料開放し
ます。
日時／
　4月 18 日（水）～ 5月 6日（日）
　9：00 ～ 16：00
場所／
　道の駅「湧水の郷しおや」
問い合わせ／
　道の駅「湧水の郷しおや」
　☎（４１）６１０１

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
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・洋服ダンス　　　　　　・ホットカーペット（3畳用）
・シングルパイプベッド　・猫用キャリーバッグ
・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


