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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

自衛隊幹部候補生採用試験 

子どもの居場所づくり団体
　市では、子どもの居場所づくりを
行う団体に補助を行います。
補助対象／
　子どもの居場所として、1カ所に
つき、年間50日以上かつ1日 1時間
以上開設していること　など
※詳細は、お問い合わせください。
補助金額／
　運営に係る経費（上限、年間10万円）
申込方法／
　直接窓口でお申し込みください。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

「緑の募金」知っていますか？
●「緑の募金」運動にご協力ください
　「緑の募金」は、身近な緑化の推進に
活用されるほか、貴重な水資源を確保
するための森林整備や地球温暖化防止
に必要な環境保全にも活用されています。
募金方法／
　家庭、街頭・イベント、職場、企
業・団体など、随時受け付けていま
す。振込手数料無料の「緑の募金」
専用振込用紙がありますので、（公
社）とちぎ環境・みどり推進機構ま
でお問い合わせください。

●「緑の募金」による助成金制度を
　ご利用ください
対象事業／・森林整備活動
　　　　　・地域の緑づくり活動
申込・問い合わせ／
　市農林課　☎（４３）６２１０
　（公社）とちぎ環境・みどり推進機構
　☎０２８（６４３）６８０１

第19回全国障害者スポーツ大会
（いきいき茨城ゆめ大会）派遣選手
　今秋に開催される全国障害者ス
ポーツ大会に出場を希望する選手を
募集します。
派遣期間／
　10 月 11 日（金）～ 15 日（火）
大会期間／
　10 月 12 日（土）～ 14 日（祝・月）
開催地／茨城県
派遣人数／ 42 人　＊予定
募集競技／
　①陸上競技（身体・知的）②水泳（身
体・知的）③フライングディスク（身体・
知的） ④アーチェリー（身体）⑤卓球（身
体・知的・精神）（サウンドテーブルテ
ニス（身体）を含む）⑥ボウリング（知的）
申込期間／
　4月 16 日（火）～ 5月 21 日（火） 

そのほか／
　応募資格・申込方法など、詳細は
協会ホームページでご確認ください。
申込・問い合わせ／
　NPO法人栃木県障害者スポーツ協会
　☎・ ０２８（６２４）２７６１
　 http://www.tochi-shinkyo.org/spo.html

消費税軽減税率制度説明会
　10 月に消費税の軽減税率制度が
実施されます。氏家税務署では、事
業者向けの説明会を行います。
日時／
　5月 22 日（水）
　① 10：00 ～ 11：00
　② 14：00 ～ 15：00
場所／氏家税務署  大会議室
定員／各 30 人　＊先着順
申込方法／
　5 月 17 日（金）までに、電話で
お申し込みください。
※参加人数をお知らせください。
申込・問い合わせ／
　氏家税務署法人課税部門
　☎０２８（６８２）３３１１

募　　集

幹部候補生
一般曹候補生 一般曹候補生

（高校在学者） 自衛官候補生
種目 一般（大卒程度） 一般（院卒） 歯科 薬剤科

応募資格

 ・22歳以上26歳未満の方
 ・大卒（見込含）で
　20歳以上22歳未満の方
 ・修士課程修了等（見込含）で
　28歳未満の方

修士課程修了者
等（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
30歳未満の方

専門の大卒
（見込含）で
20歳以上
28歳未満の方

18 歳以上 33 歳未満の方

受付期間 5月1日（水）まで 5月15日（水）
まで

7月1日（月）
～ 9月 6日（金）

通年受付中
※高校在学者
     は 7 月以降

試験日 5月11日（土）・12日（日） 5月11日（土） 5月25日（土）
9月20日（金）
～22日（日）
のいずれか1日

受付時に通知

試験場所 宇都宮市内

広告⑤
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戸籍届書の事前審査をおすすめ
します！
　休日などに出された戸籍届書の内
容に不備がある場合、受理できない
ことがあります。4月27日（土）～
5月6日（休・月）の連休中に婚姻届
など戸籍関係の届出を予定されてい
る方は、4月26日（金）までに、市
民課で届書記載内容の事前審査（平
日8：30～17：00）をおすすめします。
問い合わせ／市民課
　　　　　　☎（４３）１１１７

水道メーター器の交換を実施します
　計量法に基づく検定期間が満了と
なる水道メーター器を無料で交換し
ます。対象のお宅には検針員を通じ
て事前にお知らせします。
　交換作業は「メーター交換」の腕
章をつけた矢板市指定水道工事事業
者が行います。交換に要する時間
は 20 分程度で、作業中は断水とな
ります。立会いは不要ですが、宅地
内へ立入りますのでご了承ください。
交換期間／
●水道料金偶数月納付の方
　4月 19 日（金）～ 11 月 11 日（月）
●水道料金奇数月納付の方
　5月 17 日（金）～ 12 月 10 日（火）
問い合わせ／
　上下水道事務所　☎（４４）１５１１
　上下水道料金お客様センター
　☎（４０）０３７３

市営住宅の受付窓口が変わります
　4月 1日より、市営住宅入退去な
どの受付窓口が建設課から下記のと
おり変更となります。

問い合わせ／
　建設課　☎（４３）６２１２

無料不動産相談会
日時／
　4月 11日（木）13：30～ 15：30
場所／
　保健福祉センター 2階  会議室
相談員／県北支部相談担当委員
内容／不動産に関する相談　※予約制
そのほか／同日、市都市整備課窓口
　　　　　で空家相談も行っています。
問い合わせ／
　（公社）県宅地建物取引業協会県北支部
　☎（６２）６６７７
　市都市整備課
　☎（４３）６２１３

「協会けんぽ」保険料率変更の
お知らせ
　中小企業などで働く方やその家族
が加入する健康保険「協会けんぽ栃
木支部」の保険料率が、4月納付分
から下記のとおり変更となります。
健康保険料率   ：9.92%（据え置き）
介護保険料率※：1.57%→ 1.73%
※40～64歳の方は、介護保険料率が加わります。
問い合わせ／
　協会けんぽ栃木支部
　☎０２８（６１６）１６９２

心の健康相談（精神保健福祉相談）
のお知らせ
　人間関係やストレスなど、さまざ
まな悩みや不安をお持ちの方を対象
に、精神科の医師による心の健康相
談を行います。お気軽にご相談くだ
さい。 
日時／いずれも 13：30 ～ 15：30
　4月 25 日（木）、5 月 28 日（火）、
　6月 27 日（木）、7 月 23 日（火）、
　8月 22 日（木）
場所／県矢板健康福祉センター
内容／ 
 ・不安、眠れない、対人関係などの
　悩み相談 
 ・思春期、認知症、アルコール・薬
　物に関する相談 
 ・身近な人の問題行動などでお困り
　の方の相談 
相談担当者／精神科医師、保健師 

申込方法／
　事前に電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　県矢板健康福祉センター 
　☎（４４）１２９７

お 知 ら せ

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
道の駅きつれがわリニューアル
オープン 2周年記念感謝祭
　日頃の感謝を込めて、周年祭を行
います。大正浪漫を意識した着物体
験やアーティストによるライブなど
を開催し、限定メニューや感謝祭特
価の商品でお待ちしています。
日時／
　4月 20 日（土）～ 5月 6日（休・月）
場所・問い合わせ／
　道の駅きつれがわ
　☎０２８（６８６）８１８０

高根沢町
企画展「KOINOBORI」
　5月 5日はこどもの日！GWにぜ
ひ遊びに来てください。
日時／
　4月 27 日（土）～ 5月 6日（休・月）
　9：00 ～ 17：00
内容／
　こいのぼりくぐり、ストラップ作
り、まが玉作り（有料）など
場所・問い合わせ／
　高根沢町歴史民俗資料館
　☎０２８（６７５）７１１７

塩谷町
道の駅「湧水の郷しおや」
GWイベント
　今年もふわふわ遊具を無料開放します。
日時／
　4月 26 日（金）～ 5月 12 日（日）
　9：00 ～ 16：00
場所・問い合わせ／
　道の駅「湧水の郷しおや」
　☎（４１）６１０１

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・学習机
・折りたたみベッド
・電気ストーブ（小）
・セラミックヒーター
・ベビーベッド

譲
っ
て
く
だ
さ
い

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

【新窓口】
場所／
　矢板市施設管理公社
　（扇町二丁目 4番 19 号  きずな館内）
連絡先／☎（４３）４６２０




