
～市内外の情報をお届けします～

令和 4年 11 月号16

献血にご協力ください
日時／ 11 月 25 日（金）
　 　　10：00 ～ 11：45
　 　　13：00 ～ 16：00
場所／市保健福祉センター
内容／全血献血のみ  200ml・400ml
問い合わせ／健康増進課
　　　　　　☎（４３）１１１８

泉中閉校記念講演会
　泉中学校卒業生で、JAXA 小惑星
探査機「はやぶさ 2」のプロジェク
トメンバーとして活躍されている研
究者  高野  淑識氏による講演会を行
います。
日時／ 12 月 9 日（金）
 　　　14：30～ 15：30（14：00受付）
場所／泉中学校  体育館
演題／『地球宇宙科学への招待：好
奇心という源泉』

申込方法／事前に①お名前 ( 複数人
の場合は代表者名 ) ②連絡先③参
加人数を電話でお知らせください。

※オンラインでの視聴も可能です。
申込期限／ 12 月 2 日（金）まで　　　　
申込・問い合わせ／
　泉中学校（４３）０４０７
　※平日 8：00 ～ 16：30

令和4年度第2回消防設備士試験
試験の種類／
 ・甲種（特類・第 1類～第 5類）
 ・乙種（第 1類～第 7類）
試験日／令和 5年 2月 12 日（日）
　　　　9：30 ～
試験会場／県立宇都宮工業高等学校
　　　　　（宇都宮市雀宮町 52）
試験手数料／ ・甲種 5,700 円
　　　　　　・乙種 3,800 円
書面申請／12月5日（月）～16日（金）
　9：00 ～ 17：00（土・日を除く）

　の期間に、（一財）消防試験研究
センター栃木県支部（〒 320-0032 
宇都宮市昭和 1-2-16 栃木県自治
会館 1階）へ郵送または直接持参
してください。
電子申請／ 12 月 2 日（金）9：00
～ 13 日（火）17：00
そのほか／詳しくは、（一財）消防
試験研究センターのホームペー
ジをご覧ください。　　　　　　　　　

問い合わせ／
（一財）消防試験研究センター栃木県支部
　☎０２８（６２４）１０２２
　塩谷広域行政組合消防本部予防課
　☎（４０）１１２９

とちぎ女性・高齢者等新規就業支援事業
地元企業との「ミニ面接会」
　働き方を選べる地元企
業 5 社が参加します。気
になる企業と面接するこ
とができる機会ですので、ぜひご参
加ください。会場でコーディネー
ターに相談することも可能です。
日時／ 11 月 22 日（火）
　　　 13：30 ～ 15：30
場所／生涯学習館  研修室（1）・（2）
対象／お仕事を探している女性・シ
ニアの方

定員／ 30 人
参加費／無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
申込方法／開催前日までに、電話ま
たはQRコードからお申し込みく
ださい。

申込・問い合わせ／
　とちぎ女性・高齢者等新規就業支
援事業事務局

　（（株）ワークエントリー栃木事務局内）
　☎０２８（６１２）８６４３

3年ぶりに復活！矢板高校農場即売会
　生徒たちが栽培した農産物を直売
します。ぜひ矢高産の秋の恵みを堪
能ください。
日時／ 11 月 19日（土）
　　　 9：00 ～ 12：00
※なくなり次第終了。
※来校は 8：30 以降にお願いします。
場所／矢板高校農場敷地内
販売物／新米、野菜、りんご、シク
ラメン  など

問い合わせ／矢板高校
　　　　　　☎（４３）０２６０

駅からハイキング
　秋の矢板をのんびりと
散策しませんか。今回は矢
板の史跡を巡るコースです。
コースマップや記念品などを当日お配
りします。事前の予約などは不要です
ので、お気軽にご参加ください。
期間／ 11 月 16 日（水）～ 20 日（日）
受付時間／ 9：00 ～ 11：00
受付場所／矢板駅西口
そのほか／参加は無料、所要時間は
4時間程度です。

問い合わせ／（一社）矢板市観光協会
　　　　　　 ☎（４７）４２５２

片岡駅前イルミネーション
点灯期間／ 12 月3日（土）～令和5
年1月14日（土）17：00～ 23：30

問い合わせ／
　片岡地区コミュニティ推進協議会
（片岡公民館内）
☎（４８）０１０１　＊月曜・祝日休館

女性の人権ホットライン電話相談開設
女性の人権問題に詳しい人権擁護

委員が相談に応じます。
期間／ 11 月 18 日（金）～ 24 日（木）
時間／ 8：30 ～ 19：00
※土日は 10：00 ～ 17：00
電話窓口／☎０５７０（０７０）８１０
実施機関／宇都宮地方法務局　
　　　　　栃木県人権擁護委員連合会

申込はこちら

陸上自衛隊高等工科学校生徒および自衛官候補生

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

募　　集 お 知 ら せ

詳しくはこちら

詳しくはこちら

種目
陸上自衛隊高等工科学校生徒 自衛官候補生
推薦 一般 陸・海・空（男子・女子）

受付期限 12 月 2 日（金）
＊必着

令和 5年 1月 6日（金）
＊必着

11 月 10 日（木）
～ 12 月 1日（木）

応募資格 中卒（見込含）の男子で、17 歳未満の方
※推薦は学校長の推薦が必要 18 歳以上 33 歳未満の方

試験日 令和 5年 1月 5日（木）～
7日（土）の指定する１日

1次試験
令和5年1月14日（土）、15日（日）

①学科試験（Web試験）　　　　　　　　　　　　
　12月11日（日）、12（月）のいずれか1日
　※予備日 13 日（火）
②身体・口述検査：12 月 17 日（土）

会場 陸上自衛隊高等工学校 宇都宮市 ①任意・②宇都宮市

　令和 4年 11 月号 17※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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・電動リクライニングチェア
  （ほぼ新品）
・コードレス電話機
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・一輪車（小学生高学年でも乗れるもの）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

12 月 10 日は「人権デー」
「誰か」のこと  じゃない。
　12 月 4日（日）～ 10 日（土）は、
「第 74 回人権週間」です。市では、
毎月、人権相談を行っています。
日時／12月6日（火）9：30～12：00
場所／市保健福祉センター2階 相談室
問い合わせ／総務課　☎（４３）１１１３

親子のふれあいを大切に！
　11月は青少年の健全育成に取り組
む強調月間です。この機会に子ども・
若者を孤立させないために、家庭内で
親子のふれあいの時間を持ちましょう。
　家族みんなで過ごす機会を多く持
つことで、絆を深め、明るく楽しい
家庭づくりを進めるきっかけとする
ために、栃木県では毎月第 3 日曜
日を「家庭の日」と定めています。
問い合わせ／生涯学習課
　　　　　　☎（４３）６２１８

12月3日～9日は「障害者週間」
国民一人ひとりが広く障がい者の
福祉についての関心と理解を深める
とともに、障がい者が社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に積
極的に参加する意欲を高めることを
目的とした週間です。
　この機会に「共生社会（障がいの
有無に関わらず誰もが人格と個性を尊
重し支えあう社会）」の実現に向けて、
普段の生活の中で自ら実施できる配慮
や工夫について考え、取り組みましょう。
【障がい者差別の相談は社会福祉課へ】
　障がいのある方が不当な差別的取
り扱いを受けた、合理的配慮をして
もらえなかったなど、困りごとがあ
りましたらご相談ください。
問い合わせ／社会福祉課
　　　　　　☎（４３）１１１６

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。
　7月 11 日に宇都宮市内、
8 月 25 日にはさくら市内
において新たに被害が確
認されました。
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、下記までご連絡ください。
問い合わせ／
　生活環境課　☎（４３）６７５５
　農林課（果樹園などの場合）
　　　　　　　☎（４３）６２１０

エコパークしおや  再生品提供事業
　ごみとして搬入された
もので、まだ使用できるも
のを再生品として展示し、
希望者に無料で提供します。
実施期間／11月1日（火）～22日（火）
　　　　    9：00 ～ 12：00
　                 13：00 ～ 16：30
※土・日・祝日は除く
対象／矢板市・さくら市・塩谷町・
高根沢町在住の18歳以上の方

申込・問い合わせ／
塩谷広域行政組合エコパークしおや
管理事務所（矢板市安沢 3640）

　☎（５３）７３７０

事業者向け消費税インボイス制度説明会
日時／ 11 月 21 日（月）、22 日（火）、
　　　 12 月 2日（金）、5日（月）
①課税事業者向け 10：00 ～ 11：30
②免税事業者向け 13：30 ～ 15：00

場所／氏家税務署  2 階会議室
定員／各回 15 人　＊事前登録制
そのほか／来場の際は、公共交通機
関をご利用ください。

問い合わせ／
　氏家税務署  法人課税部門
　 ☎０２８（６８２）６６８４

中退共退職金制度を活用しませんか！
　「中小企業退職金共済制度」は、
中小企業のための国の退職金制度で
す。掛金助成や税法上の優遇が受け
られ、社外積立だから管理も簡単です。
　また、事業者が従業員を新たに加
入させた場合、掛け金の一部を補助
する市独自の支援制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
対象者／
 ・勤労者退職金共済機構と中小企業
退職金共済契約を締結していること

 ・市内において事業を営んでいること
 ・市税を滞納していないこと
補助内容／掛け金月額（5,000 円上
限）の 20％を 12 カ月

問い合わせ／
　市商工観光課　☎（４３）６２１１
　（独）勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎０３（６９０７）１２３４

労働保険の加入はお済みですか？
　労働者を雇用するすべての事業所
は労働保険（雇用保険・労災保険）
に加入することになっています。
　未手続事業に対しては、職権成立、
認定決定を実施することとなります。
　お済みでない事業主の方は、各公
共職業安定所または、労働基準監督
署で加入手続きを行ってください。
問い合わせ／矢板公共職業安定所
　　　　　　☎（４３）０１２１

詳しくはこちら

詳しくはこちら


