
　　平成 28 年 6月号 25平成 28 年 6月号24

まちの情報掲⽰板 ～市内外の情報をお届けします～ Infomation Board

元気の出る母乳育児支援講演会
withママと赤ちゃん
日時／ 7月10日（日）
　　　13：30～16：15（開場13：00）
場所／那須野が原ハーモニーホール
内容／赤ちゃんの食事を始めよう！
　　　～母乳や粉ミルクから家族の食事へ～
講師／山口　直人氏（小児科医・IBCLC）
参加費／無料
そのほか／無料託児あり
　　　　　（1歳以上、25人まで  ＊先着順）
問い合わせ／
　たんぽぽママのおしゃべり会
　☎・FAX０２８７（３７）３０２８
　✉ tanpopomama88@gmail.com

ストーマケア講習会
　オストメイトの方（人工肛門・膀胱
保有の方）はもちろん、家族の方、施
設で介護に携わっている方もどうぞお
越しください。
日時／ 7月10日（日）13：00～15：00
場所／いきいきふれあいセンター
　　　（黒磯公民館）那須塩原市桜町1-5
参加費／無料
助言者／皮膚・排泄ケア認定看護師
　　　　松本　貴司氏
問い合わせ／県オストミー協会
　　　　   　☎０２８４（４３）０１４４

造成宅地防災区域の指定が解除
されました
　宅地造成等規制法に基づく造成宅
地防災区域の指定が5月17日（火）
に解除されましたので、お知らせします。
対象団地／
 ・中日拓住宅団地
 ・中ロビンシティ住宅団地
 ・成田ハッピーハイランド住宅団地
問い合わせ／
　都市建設課　☎（４３）６２１２

農業者年金現況届について
　農業者年金現況届は、農業者年金
受給者の方の受給資格があるか否か
について、毎年1回確認するものです。
　5月に農業者年金基金から郵送され
ている「農業者年金受給権者現況届」
に必要事項を記入・署名の上、6月
30日（木）までに農業委員会に提出し
てください。
※現況届が提出されないと、11月の支
　払いから年金が差し止められますの
　で、ご注意ください。
問い合わせ／
　農業委員会事務局　☎（４３）６２２０

忘れていませんか?
あなたの自動車税（県税）
　平成28年度の自動車税の納税はお
済みですか。納期限（5月31日）が過
ぎましたので、お忘れになっている方
は、至急納税してください。納税され
ませんと督促状が送付され、延滞金も
かかります。
　また、督促状を発してから10日を
経過しても完納しないと、差押などの
滞納処分を受けることになります。
問い合わせ／
　矢板県税事務所　収税課
　☎（４３）２１７１

6月15日は県民の日です
　栃木県では、郷土への
理解と関心を深めること
等を目的に、6月15日を
県民の日と定めています。
　今年も、6月15日（水）
に県本庁舎等で記念イベ
ントの開催や、県内外協賛施設で無料
開放や一部割引等が行われます。詳し
くは、イベントガイドをご確認ください。
主なガイド配布場所／
　県本庁・合同庁舎、市町窓口
※県ホームページへも掲載しています。

問い合わせ／
　県県民文化課
　☎０２８(６２３)３４２２

お 知 ら せ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
さくらジャンゴ・ラインハルト・
フェスティバル2016
　プロからアマチュアまで全国からさ
まざまなジャンルのミュージシャンが集
う音楽の祭典です。ぜひお越しください。
日時・場所／
　7月9日（土）11：00～  和い話い広場ほか
　　  10日（日）13：30開場  喜連川公民館
問い合わせ／
　さくらジャンゴ・ラインハルト・
　フェスティバル実行委員会　高野
　☎０８０（３６０３）３６４７

高根沢町
こどもまつり
日時／ 6月12日（日）9：30～14：00
場所／高根沢町トレーニングセンター
　　　（町民広場内）
内容／フラダンス、ゴスペル、阿小金
　　　管バンド、工作、ゲームなど
※駄菓子、協力団体の飲食コーナーも
　あります。
問い合わせ／次世代たかねざわ事務局
　　　　　　☎０２８（６６６）５４１０
　
塩谷町
道の駅「湧水の郷しおや」
4周年記念イベント　
日時／ 6月19日（日）8：30～
場所／道の駅「湧水の郷しおや」
内容／お楽しみ抽選会、モンキーパフォー
　　　マンス、お父さんと木工教室など
問い合わせ／道の駅「湧水の郷しおや」
　　　　　　☎０２８７（４１） ６１０１

不用品登録情報
・自転車（大人用）問い合わせ／

　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１
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道の駅やいた
「農産物直売所組合」組合員
　道の駅やいたで一緒に農産物を販
売しませんか？
募集期間／ 6月1日（水）～30日（木）
応募方法／
　道の駅のインフォメーションセン
ターで申込用紙を受け取り、必要事項
をご記入の上、ご提出ください。詳し
くは、ご来店、または電話でお問い合
わせください。
問い合わせ／
　道の駅やいた　☎（４３）１０００

木の駅プロジェクトに参加しませんか？
　4月に発足した「木の駅プロジェク
ト」は、山に放置された間伐材などを
搬出・出荷することで、それに見合う
地域通貨（市内で使える商品券）がもらえ、
商業の活性化にもつながる事業です。
●木の駅プロジェクト出荷者募集
　要となる出荷者を募集しています。
出荷者の条件／
 ・軽トラックを所有している方
 ・木の駅プロジェクトの安全講習会を
　修了した方
 ・間伐材等を搬出・出荷できる健康な方
●「バイオマス発電所視察」および
　「安全講習会」参加者募集
　すでに出荷者登録をしている方、お
よび新たに出荷者登録を希望する方を
対象に視察・講習会を行います。参加
を希望される方は、ご連絡ください。
日時／ 6月18日（土）8：45集合
集合場所／
　㈱ トーセン（矢板市山田67）
　※軽トラックで集合してください。
内容／
 ・バイオマス発電所視察（那珂川町）
 ・安全講習会（市内）
 ・間伐材等の集積所見学（市内）
参加費／ 1,000円（昼食代など）
定員／ 30人　＊先着順
申込・問い合わせ／
　木の駅プロジェクト商業部会事務局
　（市商工会内）　☎（４３）０２７２

塩谷看護専門学校・オープンキャンパス
日時／
　①6月4日（土）　②7月16日（土）
　③8月5日（金）　④8月20日（土）
　⑤9月10日（土） 
　各日9：10～11：50
※参加を希望される方は、お問い合わ
　せください。

問い合わせ／
　国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　事務部　☎（４４）２３２２

自衛官候補生（男子）
応募資格／
　18歳以上27歳未満の方
募集期間／
　受付中～6月22日（水）
試験日／
　6月25日（土）・26日（日）のいずれか
試験場所／宇都宮市
申込・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

県北産業技術専門校・訓練生
　県北産業技術専門校では、障がい
のある方を対象に、就職に必要な知識
や技能を習得するため、下記のコース
を実施します。
コース名／基礎訓練科
訓練期間／
　8月4日（木）～9月30日（金）
　9：30～15：30
場所／
　障がい者支援センター ふれあい
　（さくら市桜野1270）
訓練内容／
　就労生活全般、対人関係、公共交
通機関利用、事務作業、室内作業およ
び農園作業などの職業体験実習
対象／
　知的・精神障がいがあり、ハローワー
クに求職申し込みしている方
定員／ 5人
募集期間／
　6月6日（月）～7月4日（月）
選考／ 7月12日（火）　面接
そのほか／
 ・受講料は無料、教材等は自己負担。
 ・下記、またはお近くのハローワーク
　までお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県北産業技術専門校 職業能力開発担当
　☎０２８７（６４）４０００

平成28年度介護支援専門員
実務研修受講試験
日時／
　10月2日（日）10：00～12：00
場所／
　第1会場…宇都宮大学峰キャンパス
　　　　　　（宇都宮市峰町350）
　第2会場…とちぎ健康の森
　　　　　　（宇都宮市駒生町3337-1）

試験案内書（申込書）の配布期間／
 　6月1日（水）～30日（木）
試験案内書（申込書）の配布場所／
　各市役所・町役場（介護保険担当窓口）、
県庁（保健福祉部高齢対策課）、各健康福
祉センター、とちぎ福祉プラザ、栃木
県シルバー大学校各校、とちぎ健康の
森（総合受付土・日も配布）
※受験希望者はお近くの配布場所でお
　受け取りください。
受付期間／
　6月13日（月）～30日（木）
　＊当日消印有効
受付方法／
　試験案内書に同封の封筒を簡易書
留で送付してください。
※期間以外の受付は一切行いません。
受験料／ 7,700円
受付・問い合わせ／
　（社）とちぎ健康福祉協会
　☎０２８（６５０）５５８７　

平成28年度税務職員
　税務署や国税局で勤務する税務職
員（国家公務員）を募集します。  
受験資格／
①平成28年 4月1日時点で高校また
　は中等教育学校を卒業した日の翌日
　から起算して3年を経過していない　
　方、および平成29年 3月までに卒
　業見込みの方 
②人事院が上記①に準ずると認める方 
試験の程度／高等学校卒業程度 
申込方法／
【インターネット申込】※原則
　６月20日（月）９：00～29日（水）
（＊受信有効）に下記ホームページに
アクセスし、お申し込みください。 
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
【インターネット申込ができない場合】
　６月20日（月）～22日（水） （＊消
印有効） に、希望する第1次試験地を
管轄する人事院各地方事務局 に郵送、
または持参し、お申し込みください。
試験日／
　1次試験…９月  ４日（日） 
　2次試験…10月12日（水）～21日（金）
　　　　　　のいずれか
問い合わせ／
○インターネット申込に関すること
　人事院人材局試験課
　☎０３（３５８１）５３１１
　９：30～17：00（土・日および祝日を除く）
○上記以外 
　関東信越国税局人事第二課試験係
　☎０４８（６００）３１１１ 
　８：30～17：00（土・日および祝日を除く）

募　　集

・電動ウォーカー

千住真理子＆朝岡聡千住真理子＆朝岡聡 
気軽にクラシック！！気軽にクラシック！！
【日　時】7月 3日（日）14：00 開演
【場　所】那須野が原ハーモニーホール
　　　　　大ホール
【入場料】全席指定　大人 3,000 円
　　　　　　　　　　学生 1,500 円（大学生以下）
【曲　目】J.S. バッハ：G線上のアリア、成田為三／千住明：浜辺の歌 ほか
【予約・お問合せ】那須野が原ハーモニーホール  TEL0287-24-0880

千住真理子
（ヴァイオリン）

朝岡　聡
（ナビゲーター）

○ ○


