
～市内外の情報をお届けします～

平成 29年 9月号24

防衛大・防衛医大生
防衛医科大学校 防衛大学校
看護科 医学科 一般（前期）

受験資格 高卒（見込含む）で 21歳未満の方
受付期間 9/5（火）～ 29（金）
1 次
試験日 10/14（土）10/28（土）10/29（日）

11/4（土）
11/5（日）

試験会場 宇都宮市

申込・問い合わせ／
　自衛隊大田原地域事務所
　☎０２８７（２２）２９４０

県農業大学校生
募集人数／農業経営学科 25 人
　　　　　園芸経営学科 40 人
　　　　　畜産経営学科 15 人

推薦入試
一般入試

前期 後期
受付
期間

9/1（金）
～15（金）

11/20（月）
～12/4（月）

2/2（金）
～16（金）

試験日 10/27（金） 1/10（水） 2/23（金）

問い合わせ／
　県農業大学校
　☎０２８（６６７）０７１１

塩谷看護専門学校看護学生（推薦・社会人入試）
募集人員／ 40 人
（推薦、社会人合わせて募集定員の5割程度）
修業年限／ 3 年（全日制）

受付期間／9月7日（木）～21日（木）
試験日／ 9 月 30 日（土）

試験会場／
　国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　（塩谷病院敷地内）
問い合わせ／
　国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　☎（４４）２３２２

エコモデルハウス臨時職員

応募・問い合わせ／
　〒 329-2165　矢板市矢板 114-1
　エコモデルハウス　☎（４０）０６６１

議会だより  11月1日号表紙写真
テーマ／
　市内の時節にふさわしい写真
　（風景・催し物など）
規格／カラー写真
　　　（デジタルデータ可・合成写真不可）
応募資格／アマチュアの方

応募方法／
　写真の裏面に撮影場所、撮影者の
住所・氏名 ･電話番号を明記して、
10 月 13 日（金）までに郵送、また
は直接お持ちください。
そのほか／
 ・応募は 1人 1点まで。未発表の
　写真に限ります。
 ・採用者には粗品を進呈します。
応募・問い合わせ／
　〒 329-2192　矢板市本町 5-4
　矢板市議会事務局　☎（４３）６２１６

八方ヶ原ツツジの枯れ枝除去・
遊歩道整備ボランティア
日時／ 10月1日（日）9：30～11：00
　　　大間々駐車場  9：30 集合
　　　＊雨天中止
必要なもの／
　作業に適した服装、小枝切りのこ
ぎり、剪定ばさみなど
申込方法／
　9月22日（金）までに電話でお申
し込みください。送迎バス（※市役所
8：30 出発。定員 20 人  ＊先着順）をご
希望の方は、併せてお伝えください。
申込・問い合わせ／
　商工観光課　☎（４３）６２１１

元気な森づくりの日記念イベント
日時／ 9月30日（土）10：00～15：00
場所／県民の森 森林展示館
定員／県内在住の方25人　＊先着順
参加費／無料（※食事などは自己負担）
内容／①竹林の伐採体験  ②木工教室　
　　　③企業の森・宮川渓谷散策
申込方法／
　9 月 20 日（水）までに、直接ま
たは電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　矢板森林管理事務所
　☎（４３）０４２７

奨学金の返還を助成します
　県では産業界と協力して「とちぎ
未来人材応援基金」を設置し、産業
を担う人材確保を推進しています。
対象／
　日本学生支援機構第一種奨学金、
または栃木県育英会奨学金を借りてい
る大学3年生・大学院修士1年生・短
期大学1年生・高等専門学校4年生で、
県内の製造業に就職を希望する方
申込期限／ 11 月 30 日（木）まで
申込方法／
　県ホームページで確認してください。
申込・問い合わせ／
　県労働政策課
　☎０２８（６２３）３２２４

栃木県シルバー人材センター連合会主催の講習会

申込・問い合わせ／〒320-8503　宇都宮市駒生町3337-1　とちぎ健康の森内
　　　　　 　　　　栃木県シルバー人材センター連合会
　　　　　 　　　　☎０２８（６２７）１１７９　　   ０２８（６２７）２５２２
　　　　　　　 　　 http://www.sjc.ne.jp/tochisiren/

造園管理スタッフ講習 自動車安全運転講習 建物内装講習

講習内容
造園に関する基礎知識や樹
木管理技術の修得、実習に
よる技能向上を目指します。

送迎など自動車運転で就業
する会員のための安全運転
技術の向上を目指します。

障子・ふすまの張替など、
請負就業に即戦力となる技
能の習得を目指します。

期間 10/31（火）～11/2（木） 9/21（木） 11/27（月）～29（水）
時間 10：00 ～16：00 10：00 ～15：30 10：00 ～16：00
場所 長峰墓苑 矢板自動車学校 きずな館

対象・定員
県内在住でハローワークに
求職登録した 55 歳以上の
高齢求職者　20 人

現在シルバー人材センター会員、または
今後、会員登録する予定の 60 歳以上の

高齢者　各 15 人
申込締切 10/17（火） 9/11（月） 11/15（水）

申込方法
申込締切までに、申込用紙を郵送、またはファクスでお申し込みください。
※申込用紙は、ハローワーク、市シルバー人材センターにあります。
　また、県シルバー人材センター連合会のホームページからもダウンロードできます。

そのほか ・受講料は無料（テキスト代も無料）     ・応募者多数の場合は選考

募集人数 1 人
賃金 時給 850 円

任用期間 10月1日～平成 30 年 3月31日
＊契約更新あり

勤務時間 8：30 ～ 17：15
勤務休日 火・水曜日

仕事内容
エコモデルハウスの管理業務
・出納簿等の記帳業務
・来場者への説明  ＊研修あり
・清掃業務　など

応募資格
・ワード、エクセルなど、簡単な
　パソコン操作ができる方
・休日勤務ができる方
・普通自動車運転免許所持

そのほか
・社会保障制度あり
   （健康保険、厚生年金、雇用保険）
・年次休暇あり
・諸手当なし

応募期間 9 月 1 日（金）～ 25 日（月）

応募方法 市販の履歴書を直接、または郵送
で提出してください。

選考方法 書類選考、面接
（日時、場所は後日連絡）

推薦入試 社会人入試

受験
資格

平成 30 年 3 月に高校
卒業見込みで学科評定
平均 3.0 以上、合格し
た場合には必ず本校に
入学できる方

高校を卒業し、
平成30年 4月
1日時点で、2
年以上経過し
た方

試験
科目

・一般常識試験
・面接

・小論文
・面接

募　　集

　　平成 29 年 9月号 25

県の施設をみる「県民バス」
日時／ 10 月 26 日（木）
　　　市役所8：50集合、16：40解散
見学施設／
　花センター、防災館、昼食は道の
駅どまんなかたぬま（各自自由）
対象／
　矢板市・さくら市・塩谷町在住の方
定員／ 50 人　＊申込多数の場合抽選
申込締切／
　10 月 5日（木）＊当日消印有効
申込方法／
　124 円の往復はがきの「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枚のはがきで最大 2名申込可能。
　2名の場合はそれぞれ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

市民公開講座「その症状 何科に
かかる？～総合診療医の仕事～」
日時／ 9 月 9 日（土）14：00 開演
場所／文化会館  小ホール
定員／ 250 人
参加費／無料
講師／国際医療福祉大学塩谷病院
　　　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

介護職就業支援研修
日時／ 9月14日（木）・15日（金）
　　　 9：00 ～ 16：00
場所／国際医療福祉大学塩谷病院
対象／介護経験がある方またはヘル
　　　パー資格をお持ちの方
定員／ 5 人程度
参加費／無料
内容／介護講義および実技指導
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37回矢板市サッカーフェスティバル
日時／10月 9日（祝・月）8：00～
場所／矢板運動公園陸上競技場
種目／
　①ボールリフティングチャンピオン大会
　②ドリブル競争　③フットサル大会
申込期限／ 9月 20 日（水）

そのほか／
　ボランティアスタッフも募集してい
ます。詳しくはお問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　市サッカー協会
　☎（４３）７６６７

「世界に羽ばたく」ドリームプロ
ジェクト・夢を叶える一日体験
　消防士・図書館司書・ピザ屋・ハン
バーガー屋など、「なりたい」「なれな
かった」職業を体験してみませんか？
日時／ 9月17日（日）9：30～16：00
場所／エコモデルハウス・各体験会場
定員／各コース 20 人　＊先着順
対象／どなたでも
参加費／無料（材料費がいる場合は別途）
申込方法／
　9 月 10 日（日）までに、電話ま
たはメールでお申し込みください。
※詳しくは、Facebook を
　ご覧ください。
申込・問い合わせ／
　ソフィア　髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５
　 Sophia_yaita ＠ yahoo.co.jp

市民公開講座「あなたはどんな
看取りを望みますか？」
　自宅で病気療養するってどんなこと
なのか、皆さんで考えてみませんか？
日時／ 9月16日（土）13：00～16：00
場所／乃木温泉ホテル
定員／ 50 人　＊先着順
申込方法／
　①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④年齢  
⑤連絡先を記入の上、ファクスでお
申し込みください。
申込・問い合わせ／
　メッセンジャーナースの会　栃木
　☎０８０（８４２７）６３５０
　 ０２８（６８２）６８９８

栃木県芸術祭（茶華道展、民謡・民舞）
　

料金／茶券 1,500 円、呈茶 300 円
　　　※ただし、見学は無料。
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

しおや聖苑
「小動物炉の運転停止」について
　補修工事のため、期間中は民間事
業者へご依頼いただくようお願いし
ます。
工期／9月13日（水）～18日（祝・月）
問い合わせ／
　しおや聖苑　☎（４８）０４１１

第 3回精神障害者家族教室
日時／ 9月25日（月）14：00～16：00
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「成年後見制度について」
そのほか／申込不要。参加費無料。
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

お知らせ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
「第 77回 国際写真サロン展」
「全日本写真展 2016」同時開催
日時／
　9月16日（土）～10月9日（祝・月）
　9：00 ～ 17：30（入館は16：30まで）
場所／
　さくら市ミュージアム－荒井寛方記念館－
※入場料や休館日は、お問い合わせ
　ください。
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
図書館ご縁まつり
　子ども向け人形劇や備蓄ごはん教
室など、楽しいイベントが盛りだく
さん！縁日コーナーや模擬店もあり
ます。
日時／9月16日（土）10：00～16：30
場所／高根沢町図書館中央館
問い合わせ／
　高根沢町図書館中央館
　☎０２８（６７５）６５３１
　
塩谷町
ミニSL 体験
in 道の駅湧水の郷しおや
　道の駅にミニ SL が登場！どなた
でもご乗車いただけます。
日時／ 9月 16 日（土）10：00 ～
場所／道の駅湧水の郷しおや
問い合わせ／
　塩谷町産業振興課
　☎０２８７（４５）２２１１

日時 場所

茶道 10/8（日）
10：00～

矢板公民館
生涯学習館

茶道
（呈茶）10/7（土）・8（日）

10：00～
文化会館
大・小ホール
ロビー華道

民謡
民舞

11/23（祝・木）
10：00～

文化会館
大ホール


