
～市内外の情報をお届けします～

令和元年 5月号24

矢板国際交流会バスツアー参加者
　市内在住の外国人の方々との交流
体験をしてみませんか。
日時／ 6 月 16 日（日）
　　　8：45集合　※16：00解散予定
場所／佐野市
定員／ 35 人
参加費／ 500 円
申込方法／ 5 月 31 日（金）までに
　　　　　電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　矢板国際交流会　会長　山口
　☎（４４）１０２８

令和2年 3月新卒者求人説明会
参加企業
　新卒者の採用予定のある企業を対象
とした新卒者求人説明会を開催します。
日時／ 5月20日（月）14：00～15：30
場所／生涯学習館（矢板市矢板106-2）
そのほか／
 ・参加希望の企業は事前にお申し込
　みください。
 ・学生、生徒向けの説明会ではありません。
申込・問い合わせ／
　ハローワーク矢板　☎（４３）０１２１

第 15 回栃木県障害者スポーツ
大会参加選手
日時／
　9月 22 日（日）8：30 ～ 15：00
場所／栃木市総合運動公園ほか
対象／下の①、②の資格を満たす者
① 4月 1日現在で満 12 歳以上の身
　体・知的・精神障がい者
②県内に現住所を有する者。または
　県内にある施設や学校等に入所お
　よび通所・通学している者
内容／
　陸上競技、卓球、アーチェリー、
フライングディスク、水泳、サウン
ドテーブルテニス、グランドソフト
ボール、ソフトボール、車いすバス
ケットボール

参加費／無料
定員／各市町、学校、施設等の代表
　　　選手　約 2,000 人
申込方法／
●在宅、会社等勤務の方
　居住する市町の障がい福祉担当窓
　口にお申し込みください。
●学校・施設等に所属する方
　学校・施設等にお申し込みください。
申込期間／ 5月9日（木）～5月30日（木） 　
　　　　　＊必着
そのほか／
　令和2年度の「第 20回全国障害
者スポーツ大会」の選手は、原則と
して、本大会の参加者から選考します。
問い合わせ／
　特定非営利活動法人栃木県障害者
　スポーツ協会
　☎０２８（６２４）２７６１
    ０２８（６２４）２７６１ 

骨髄提供希望者登録受付
　県北健康福祉センターでは、骨髄
提供希望者登録受付を毎週実施して
います。お気軽にお問い合せください。
日時／毎週火曜日　11：00～ 11：30
※閉庁日を除く
場所／栃木県県北健康福祉センター
　　　（県北保健所）
内容／問診、血圧測定、採血
登録要件／
 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供内容に
　ついて十分に理解されている方
 ・年齢が 18歳以上 54歳以下で健康
　な方
 ・体重が男性 45kg 以上 / 女性 40kg
　以上の方
 ・骨髄、末梢血幹細胞の提供につい
　て家族の同意を得ている方
申込方法／
　電話または直接来所のうえ予約を
してください。
申込・問い合わせ／
　県県北健康福祉センター(県北保健所)
　☎（２２）２６７９

みんなで長～い巻寿司を作ろう！
日時／ 5 月 12 日（日）
　　　① 11：30 ～　② 12：30 ～
場所／道の駅やいた  エコモデルハウス
参加費／無料
講師／巻寿司大使　川井　ゆかり氏
定員／各回 30 人　＊先着順　
※当日参加券は矢板駅「駅からハイ
　キング」ブースで配布します。
申込方法／ 5 月 11 日（土）までに、
　　　　　メールでお申し込みください。
※作成に参加できなく
　ても券があれば召し
　上がることができます。
申込・問い合わせ／
　ソフィア髙瀬
　 sophia_yaita@yahoo.co.jp

第5回 認知症医療連携を考える会
日時／ 5月12日（日）10：30～12：30
場所／文化会館  小ホール
講演テーマ／
　①「高齢者の運転免許について（仮）」
　　佐藤病院  院長  佐藤  勇人
　②「認知症になる前に知っておくと
　　得すること（仮）」
　　東京慈恵会医科大学  精神医学講座
　　主任教授  繁田  雅弘先生
そのほか／申込不要。入場無料。
問い合わせ／
　佐藤病院認知症疾患医療センター
　☎（４３）１１５０

2019笑って輪らって和になる育児
日時／ 6 月 29 日（土）
　　　13：30 ～ 16：15（開場13：00）
場所／那須塩原市三島ホール
内容／「みんなで見守る乳ばなれ」
講師／菅原光子氏（助産院イスキア助産師・IBCLC）
参加費／無料
そのほか／無料託児あります。
　　　　　　（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
　☎０８０（６５０４）００８１

tanpopomama88@gmail.com　

募　　集

詳しくはこちら

　　令和元年 5月号 25

休日収納窓口を開設します
日時／ 5月25日（土）9：00～16：30
場所／税務課（市役所本館 2階）
内容／市税の納付、納税相談
問い合わせ／税務課　☎（４３）１１１５

自動車をお持ちのみなさんへ
　自動車税は、毎年 4月 1日時点で、
運輸支局に登録されている自動車の
所有者に対して課税される県税です。
　令和元年度の自動車税納税通知書
を発送しますので、5月 31 日（金）
までに必ず納めましょう。銀行や郵
便局などの金融機関のほか、コンビ
ニエンスストア、クレジットカード、
ペイジーでも納付できます。
問い合わせ／矢板県税事務所
　　　　　　☎（４３）２１７１

2019年工業統計調査を実施します
　工業統計調査は我が国の工業の実
態を明らかにすることを目的とした
統計法に基づく報告義務がある重要
な統計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振
興などの基礎資料として利活用され
ます。調査時点は 6月1日です。調
査票へのご回答をお願いします。
問い合わせ／総合政策課電算統計班
　　　　　　☎（４３）１１７０

栃木県では「とちぎの元気な森
づくり県民税」を導入しています
　県民の皆さまから年間 700 円ご
負担いただき、荒廃した森林の整備
や木を使うことの大切さの普及啓発
など、大切な森林を次の世代へ引き
継ぐために活用しています。皆さま
のご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ／
　県環境森林部環境森林政策課
　☎０２８（６２３）３３０２

子どもの料理コンクールのお知らせ
　今年も「子どもの料理コンクール」
を開催します。テーマは「家族で楽

しむヘルシー 夕ごはん」です。応
募者全員に、賞品を差しあげます。
※詳しくは、市ホームページ（5月初旬
　掲載予定）と6月号広報でお知らせ
　しますので、ぜひご参加ください。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

チューリップの球根を販売します
　更生保護女性会では ｢社会を明る
くする運動｣ 等の活動資金源として、
例年チューリップの球根を販売して
います。今秋の「花いっぱい運動」など、
環境美化活動にぜひご利用ください。
場所／きずな館  会議室
価格／ 1 袋 300 円（5個入り）
申込方法／
　6月12日（水）～14日（金）10：00
～ 12：00 に現金をお持ちの上、直
接お申し込みください。
お届け予定／ 8 月末
申込・問い合わせ／
　矢板市更生保護女性会事務局
　社会福祉協議会（きずな館内）
　☎（４４）３０００

春の山野草展
日時／ 5月25日（土）9：00～16：30
　　　　　 26日（日）9：00～15：00
場所／片岡公民館コミュニティホール
内容／
　競技花・単品植え・寄せ植えなど
の展示、チャリティー商品の販売
入場料／無料
問い合わせ／片岡山野草会 代表 内野
　　　　　　☎０８０（１１３２）０６０５

矢板高校　春の花・野菜苗販売
　矢板高校農場で栽培した花壇用
苗・野菜苗を直売します。ぜひご来
場ください。
販売開始日／ 5月9日（木）9：00 ～12：00
※以降は毎週火・木曜の同時間帯で
　品切れまで
場所／矢板高校農場・温室
（学校北側のバスロータリーからお入りください）
販売物／
　花壇用苗（サルビア・マリーゴールドなど）  50 円

　野菜用苗（ナス）　　　　　　 70 円
　野菜用苗（ピーマン・キュウリなど）  60 円
問い合わせ／
　〒 329-2155　矢板市片俣 618-2
　矢板高校　☎（４３）１２３１

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
第 16回きつれ川ポピーまつり
　約 300 万本の赤やピンク、オレ
ンジのポピーが咲き誇り、模擬店や
ステージイベントがあります。
日時／ 5 月 25 日（土）・26 日（日）
　　　9：30 ～ 16：00
※ポピー園は5月11日（土）～ 6月
　15 日（土）まで開園予定です。
場所／荒川河川敷兎田河原
問い合わせ／
　きつれ川ポピー畑管理委員会
　☎０９０（２２３３）１５０２

高根沢町
ソラシタ夜市
　かわいい雑貨やおいしい料理のお
店が集合！
日時／ 5月30日（木）16：00～ 20：00
場所／クリエイターズ・デパートメント
　　　（JR 宝積寺駅東口）
そのほか／
　電車での来場にご協力ください。
問い合せ／　
　高根沢町移住・定住・創業支援センター
　☎０２８（６１２）５７７１

塩谷町
尚仁沢はーとらんど新緑まつり
　ブルーベリーの苗木配布（先着
100 人）、地元産野菜の直売、木工
教室、お楽しみ福引き会などの実施
を予定しております。
日時／ 5月11日（土）10：00～14：00
場所／尚仁沢はーとらんど
　　　（塩谷町大字上寺島 1618-4）
問い合わせ／
　塩谷町産業振興課　☎（４５）２２１１
　尚仁沢はーとらんど　☎（４１）１０８０

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・冷蔵庫（冷凍付）
・パーソナルファクス（子機付）
・チャイルドチェアー

譲
っ
て
く
だ
さ
い

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

お 知 ら せ




