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水道メーター検針員
　市内の各ご家庭を訪問し、水道
メーターを検針する水道メーター検
針員を募集します。
募集人数／若干名
賃金／
　時給 850 ～ 900 円
　（時間換算額、検針件数による）
※研修時は時給 780 円
　（最初は同行による研修あり）
応募資格／
　普通自動車運転免許を有し、マイ
カー・原付バイクを使用できる方
※未経験者も可
勤務時間／
　月初 7日程度、9：00 ～ 17：00
雇用期間／
　平成 29 年 3月 31 日（更新有）
そのほか／　
　労災保険あり、交通費規定内支給、
制服貸与
応募方法／
　履歴書（写貼）、業務経歴書を直接、
または郵送で提出してください。
選考方法／
　書類選考、面接（日程等は後日連絡）
応募・問い合わせ／
　〒 329-2164　矢板市本町 4-39
　上下水道事務所内
　常陽メンテナンス㈱  矢板センター
　☎（４０）０３７３

親子ふれあい旅行
（母子父子招待事業）
　児童扶養手当受給世帯を対象に、
親子ふれあい旅行を実施します。
日時／
　2月 19 日（日）
場所／
　東京ディズニーランド
対象／
　児童扶養手当受給世帯で、満 4歳
～中学 3年生までの方とその保護者
定員／
　80 人　＊先着順
申込開始日／
　1月 10 日（火）
※自己負担（1人 5,000 円程度）が
　あります。
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会
　☎（４４）３０００

1 月 14 日（土）とちぎ結婚支
援センターがオープンします！
　結婚を誠実に希望
する独身男女のポジ
ティブな婚活につな
がるよう、新たな出
会いの機会を提供す
る「とちぎ結婚支援センター」が、
1月 14 日（土）にオープンします。
ぜひご活用ください。

開設時間／
　平日　  11：00 ～ 20：00
　土日祝　9：00 ～ 18：00
場所／
　宇都宮市大通り 2-1-5
　明治安田生命宇都宮大通りビル6階
入会登録料／ 10,000円
※登録期間は2年間です。
※退会時の返金はありません。
会員条件／すべてを満たす方
 ・結婚を誠実に希望する 20 歳以上
　の独身男女
 ・県内に在住・在勤している方
　または、他県在住者であっても、
　結婚後、本県に居住できる方
 ・マッチングシステムにアクセスで
　きるインターネット環境やメール
　が利用できるパソコン・スマート
　フォンをお持ちの方
※申込方法など、詳しくはホームペ
　ージをご覧ください。
問い合わせ／
　とちぎ結婚支援センター
　☎０２８（６８８）０８８０

募　　集
防衛大学校一般後期・予備自衛官補・自衛官候補生採用試験 

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

種目 防衛大学校（男女） 予備自衛官補（男女） 自衛官候補生
一般（後期） 一般 技能 男子

応募資格 高卒（見込含む）で
21 歳未満の方

18 歳以上
34 歳未満の方

国家免許資格を有する
18 歳以上 53 歳未満の方

（資格によっては 55 歳未満）
18 歳以上

27 歳未満の方

受付期間 1 月 21 日（土）～ 27 日（金） 受付中～ 4月 7日（金）※予定 受付中～ 2月下旬まで

試験日   1 次：2月 18 日（土）
  2 次：3月 10 日（金） 4月 14 日（金）～ 18 日（火）の指定する 1日 1月14日（土）、2月4日（土）、

3月5日（日）の指定する1日

試験場所 防衛大学校
（神奈川県横須賀市） 宇都宮市 宇都宮市

または東京都練馬区 宇都宮市
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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
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だ
さ
い

・ランドセル（赤）

・ピアノ
・工業用ミシン

土手・農道などのしば焼きを
実施します
　農作物の越冬病害虫一斉撲滅、お
よび火災原因排除を目的として、し
ば焼きを実施します。煙や灰などで
ご迷惑をお掛けしますが、ご協力お
願いします。
　また、火傷などの事故の恐れもあ
りますので、しば焼き中は現場に近
づかないよう、子どもたちへのご指
導も併せてお願いします。
日時／
　1月 15 日（日）9：00 ～ 12：00
実施者／市内農家
そのほか／
　強風・雨天など悪天候の場合は、
1月 22 日（日）に順延になります。
順延日にも実施できなかった場合は、
各集落に委ねます。
※万一事故等が発生した場合は、早
　急にご連絡ください。
連絡・問い合わせ／
　矢板消防署　☎（４４）２５１１
　（緊急☎１１９）
　ＪＡしおのや矢板地区営農生活センター
　☎（４４）２３１２
　☎（４３）７０５７

農業用軽油免税証の交付申請を
受け付けます
　矢板県税事務所では、平成 29 年
中に使用する農業用軽油免税証の交
付申請を受け付けます。
受付日時／
　1月 11 日（水）～ 13 日（金）
　9：00～11：30、13：00～16：00
受付場所／
　栃木県塩谷庁舎 1階 101 会議室
　（矢板市鹿島町 20-22）
※詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ／
　矢板県税事務所課税課免税軽油担当
　☎（４３）２１７３

第30回ふれあいコンサートin YAITA
日時／ 1 月 28 日（土）
　　　13：30 開場　14：00 開演
場所／市文化会館  大ホール

入場料／無料
出演／
 ・矢板中学校吹奏楽部
 ・矢板小学校吹奏楽部
 ・東小学校吹奏楽部
 ・矢板保育園マーチングバンド
 ・那須学園（賛助出演）
問い合わせ／
　ふれあいコンサートinYAITA事務局
　（矢板保育園内）担当：日露
　☎（４３）００３３

税理士が行う還付申告無料税務相談
日時／
　2月 1日（水）9：30 ～ 16：00
場所／
　税理士会氏家支部各会員事務所
対象／
　所得金額 300 万円以下の給与所
得者および年金受給者で、少額の還
付申告相談
申込方法／
　事前に相談したい事務所へ電話で
ご連絡ください。
※会員の名簿は、氏家税務署の入り
　口に掲示しています。
問い合わせ／
　税理士会氏家支部
　（江連敏夫税理士事務所内）
　☎０２８（６８２）５４５４

栃木県の最低賃金～必ずチェッ
ク！最低賃金  使用者も労働者も～
栃木県最低賃金（平成28年10月1日～）／
　775 円（時間額）
栃木県特定最低賃金（平成28年12月31日～）／

問い合わせ／
　栃木労働局労働基準部賃金室　
　☎０２８（６３４）９１０９

お 知 ら せ
塩谷広域おすすめ情報
さくら市
平山郁夫展　シルクロードへの旅  
　さくら市における平山氏逝去後初
の大回顧展として、平山氏が生涯の
テーマとして描き続けたシルクロー
ドに焦点を当て、大迫力の作品を展
示します。
日時／
　1月 21 日（土）～ 3月 5日（日）
　9：00 ～ 17：00
　（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－
※入館料や休館日などは、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
縁日　
　高根沢産の特産品や野菜を広場で
販売します。
日時／
　1月 8日（日）9：00 ～ 12：00
場所／
　JR 宝積寺駅東口 ちょっ蔵広場
問い合わせ／
　ちょっ蔵広場
　☎０２８（６７５）０００４

塩谷町
道の駅「湧水の郷しおや」
トマト鍋祭り
　大鍋で作ったトマト鍋を特別販売
します。
日時／
　2月 5日（日）10：00 ～
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」
　☎０２８７（４１）６１０１

特定最低賃金の件名 時間額
塗料製造業 904円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 851円

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 851円

自動車・同附属品製造業 856円
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業、医療用機械器
具・医療用品製造業、光学機械器具・
レンズ製造業、医療用計測器製造業、
時計・同部分品製造業

851円

各種商品小売業 817円




