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県北地区災害ボランティア
対応力向上訓練参加者募集！
　災害ボランティアの実践的な災害
対応力の向上のため、土のう積みや
避難所支援、応急処置などの活動を
体験できる訓練を実施します。
　訓練に参加を希望される方は、事
前に申し込みが必要です。見学の方
は申込不要です。当日直接お越しく
ださい。
日時／
　9月 24 日（日） 9：00 ～ 13：00
場所／矢板東高等学校
申込方法／
　8 月 31 日（木）までに、電話で
お申し込みください。
申込・問い合わせ／
　栃木県県民生活部危機管理課
　☎０２８（６２３）２６９５
　市くらし安全環境課危機対策班
　☎（４３）１１１４

献血にご協力ください！
日時／
　 8 月 23 日（水）
　10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
場所／市保健福祉センター（東側駐車場）
内容／全血献血のみ 200ml、400ml
※移動献血車（バス）での献血となります。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

「読書感想画」募集中！
　読んだ本の感想を絵にしてみよ
う！図書館カウンターで画用紙と応
募用紙を配布しています。
募集期間／
　8月 31 日（木）まで
問い合わせ／
　図書館　☎（４３）５６６１

募　　集
平成30年 矢板市・塩谷広域行政組合職員採用案内

下水道排水設備工事責任技術者
①更新講習会  ②講習会・模擬試験  ③試験

申込・問い合わせ／（公財）とちぎ建設技術センター　☎０２８（６２６）３１８７

防衛大学校採用案内

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

①更新講習会 ②講習会・
 模擬試験 ③試験

第1回 第2回 第3回

日時 10/24（火）
14：00～16：00

11/9（木）
14：00～16：00

11/12（日）
14：00～16：00

9/26（火）
10：00～17：00

10/26（木）
14：00～16：00

場所 佐野市
文化会館

宇都宮市東市民
活動センター

栃木県
教育会館 コンセーレ

申込期間 8 月 31 日（木）まで　＊当日消印有効

そのほか
≪対象≫
現在持っている資格の有効期限が平成 30年
3月31日までの方、または有効期限が平成29
年3月31日で切れ、現在資格失効している方

≪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
道事務所で配布しています。

推薦 総合選抜
応募資格 18 歳以上 21 歳未満
受付期間 9/5（火）～ 7（木）

試験日 9/23（土）・24（日） 1次：9/23（土）
　2次：10/28（土）・29（日）

試験会場 防衛大学校

塩谷広域行政組合職員
職種 一般事務 消防職

採用人数 1 人程度 7人程度
試験日 10 月 15 日（日） 9月 17 日（日）
場所 さくら清修高校 矢板東高等学校

受付期限 9 月 11 日（月）＊必着 8月 21 日（月）＊必着
申込方法  詳しくは、採用試験案内または塩谷広域行政組合ホームページをご確認ください。 

申込
問合せ

〒 329-1572　矢板市安沢 3622-1
塩谷広域行政組合 総務課総務係

☎（４８）２０６６
http://www.shioyakouiki.or.jp/

〒 329-2145　矢板市富田 94-1
塩谷広域行政組合 消防本部消防総務課

☎（４４）２５１３
http://www.shioyakouiki.or.jp/fire/

矢板市職員

職種
一般事務

保健師
Ａ 行政 B 建築土木

採用人数 5 人程度 2人程度 1人
試験日 9 月 17 日（日）
場所 　矢板東高等学校・矢板公民館
受付期限 8 月 10 日（木）＊必着
申込方法 詳しくは、採用試験案内または市ホームページをご確認ください。 
申込
問合せ

〒 329-2192　矢板市本町 5-4　矢板市総務課
☎（４３）１１１３　 http://www.city.yaita.tochigi.jp
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【矢板市スポーツコミッション主催】
サッカー日本代表を応援しよう！　
　ワールドカップアジア最終予選
「日本 vs オーストラリア」戦のパブ
リックビューイングを行います。
日時／ 8月 31 日（木）18：00 ～
場所／ヴィア・ナポリ（中 417-6）
定員／ 20 人程度　＊先着順
申込方法／
　前日までに、電話でお申し込みください。
＊ 1,500 円から観戦特別メニューを
　ご用意しています。
申込・問い合わせ／
　ヴィア・ナポリ　☎（４３）３１２２
　
英語で遊ぼう (^^♪浴衣着付け
＆記念撮影会

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　高瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５

敬老会を開催します
　長年にわたり社会に貢献してきた
高齢者の皆さま、長寿お祝い申し上
げます。今年も行政区長をはじめ、
地域の皆さまのあたたかいご支援の
もと、それぞれの地域の会場で「敬
老会」を開催します。皆さまお誘い
合わせの上、ぜひご参加ください。
招待者／
　昭和 17 年 4 月 1 日以前に生まれ
た方で、平成 29 年 8 月 1 日現在矢
板市にお住まいの方（住民基本台帳
に登録してある方）
※招待者には、日時・会場を書いた
　招待状をお届けします。
問い合わせ／
　敬老会実行委員会事務局
　（市高齢対策課）　☎（４３）３８９６

福祉のお仕事「就職フェア」
　矢板市および近隣市町にある高齢
者や障がい者の福祉施設、ヘルパー
ステーションなどの採用担当職員か
ら直接、求人に関して話を聞くこと
ができます。
日時／
　8月 26日（土）13：00～ 15：30
場所／矢板市生涯学習館
対象／福祉分野に就職を希望する方
　　　福祉の仕事に関心のある方
そのほか／
　申込不要。参加費無料。入退場自由。
問い合わせ／
　（社福）県社会福祉協議会
　☎０２８（６４３）５６２２

第32回 栃木県林業センター公開デー
　日頃の研究成果の紹介や各種イベ
ントを通じて、森林・林業について
の理解を深めてもらうため、林業セ
ンター公開デーを開催します。
日時／
　8月 19日（土）10：00～ 15：00
場所／栃木県林業センター
　　　（宇都宮市下小池町 280）
内容／
　試験研究のパネル紹介や野生鳥獣　
被害相談会のほか、ツリークライ　
ミング、木工教室、クイズラリーな
ど体験企画が盛りだくさんです。
問い合わせ／
　栃木県林業センター
　☎０２８（６６９）２２１１

8 月は「食品衛生月間」です
　気温が上昇し食品が傷みやすい夏
季は、食中毒に注意しましょう。特
に子どもや高齢者は重症化しやすい
ので、注意が必要です。
　食中毒を予防するために、食品の
「購入」「保存」「調理と食事」に気
をつけ、調理器具などの消毒も徹底
しましょう。

【食中毒予防 3原則】
　食中毒菌を　①付けない
　　　　　　　②増やさない
　　　　　　　③やっつける

問い合わせ／
　栃木県県北健康福祉センター
　☎０２８７（２２）２３６４

第 2回精神障害者家族教室
日時／
　8月28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「障害年金制度について」
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

　 不用品登録情報
 ・なし

 ・子ども用ハイチェア（木製）
 ・木馬　 ・工業用ミシン　 ・2段ベッド

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

譲
り
ま
す

譲
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て
く
だ
さ
い

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
きつれがわサマーフェスティバル
＆花火大会
　大抽選会やステージショーのほ
か、夜は壮大で迫力のある花火を打
ち上げます。
日時／
　8月 15 日（火）12：00 ～
場所／荒川水辺公園（道の駅きつれがわ隣）
問い合わせ／
　喜連川観光協会
　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
元気あっぷむら 20周年記念
「夏祭り＆打上花火大会」
　今年は20周年を記念して約2,000
発の花火を打ち上げます。

場所／高根沢町元気あっぷむら
問い合わせ／
　高根沢町元気あっぷむら
　☎０２８（６７６）１１２６
　
塩谷町
第 22回ふるさと納涼祭
　約10,000発の花火を打ち上げます。
日時／ 8月15日（火）17：00～ 21：00
　　　19：20 ～　花火大会　
場所／塩谷町工業団地内
問い合わせ／
　ふるさと納涼祭実行委員会
　（塩谷町産業振興課内）
　☎０２８７（４５）２２１１

日時 内容

8/13
（日）

10：00～ マルシェ、マジックショーなど
16：00～ ステージイベントや夜店など
19：30～ 花火大会

日時 内容

8/13
（日）

13：30～ 英語の歌＆ゲーム、英会話
14：00～ 浴衣着付け＆記念撮影
15：00～ 宿題お勉強会




