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求職者とシニアのための
巡回相談会＆巡回セミナー
　相談会のみ、セミナーのみの参加
も可能です。いずれも無料ですので、
ぜひご利用ください。
日時 7月4日（木）10：30～12：00

内容

●巡回セミナー
テーマ／面接の受け方とメン
　　　　タルトレーニング
講師／ジョブモールキャリア
　　　カウンセラー
定員／ 15 人　＊先着順

日時 7月4日（木）13：00～16：00

内容

●とちぎジョブモール巡回相談会
　キャリアカウンセラーが、就労
に関するご相談をお受けします。
●とちぎ生涯現役シニア応援
センター「ぷらっと巡回相談会」
　生涯現役推進員が、シニア
世代の社会参加活動に関する
ご相談をお受けします。

※開催日の前日の 17：00 までにご
　予約ください。
場所／矢板公民館
予約・問い合わせ／
　大田原労政事務所
　☎０２８７（２２）４１５８

栃木県育英会  奨学生募集
対象／平成31年 4月に高等学校（中
　等教育学校後期課程および特別支
　援学校高等部を含む。）、または修
　業年限2年以上の専修学校高等課
　程に在学している方
貸与月額／国公立 18,000 円
　　　　　私立　 30,000 円
申込期限／ 6月 20 日（木）まで
申込方法／県育英会ホームページま
たは県庁・県内高等学校・県教育事
務所・市町教育委員会などで配布
している募集要項でご確認ください。
申込・問い合わせ／
　（公財）栃木県育英会事務局
　☎０２８（６２３）３４５９

栃木県政世論調査
　県政施策の基礎資料とするため、
暮らしや県政への要望などについて、
県民の皆さんが日頃感じていること
をお伺いします。
対象／県内に在住する18歳以上の方
　から 2,000 人を無作為抽出
期間／6月10日（月）～7日2日（火）
実施方法／調査票を郵送（秘密厳守）
問い合わせ／県広報課
　　　　　　☎０２８（６２３）２１５８

「とちぎネットアンケート」協力者
　県民の皆さんの意見やニーズを把
握し、県政に反映させるため、定期
的に行うインターネットを利用した
県政に関するアンケートにご協力い
ただける方を募集しています。
応募資格／県内在住の 16 歳以上の
方で、ウェブサイトの閲覧および
電子メールの利用ができる方

申込方法／県ホームペー
ジ「とちぎネットアン
ケート協力者募集」の
応募フォームからお申
し込みください。
問い合わせ／
　県広報課
　☎０２８（６２３）２１５８
　 kocho@pref.tochigi.lg.jp

令和元年度介護支援専門員
実務研修受講試験
日時／
　10月13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）】
配布期間／6月3日（月）～28日（金）
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・祝日も配布）
受付期間／6月11日（火）～28日（金）
　　　　　＊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／ 8,800 円
申込 ・問い合わせ／
　（社）とちぎ健康福祉協会
　☎０２８（６５０）５５８７

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 1日（木）～ 9月 30 日（月）
　9：30 ～ 14：40

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
　ローワークに求職登録している方
定員／ 5 人
募集期間／
　6月 5日（水）～ 7月 4日（木）
選考面接／ 7 月 12 日（金）10：00
そのほか／
 ・受講料は無料、教材などは自己負担。
 ・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

令和元年度税務職員採用試験
　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 31 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、および令和2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17日（月）9：00～ 26日（水）
の期間にホームページ（http://www.
jinji-shiken.go.jp/juken.html）にアクセス
し、お申し込みください。　※受信有効
【インターネット申込ができない場合】
　第 1 次試験地を管轄する国税局
（国税事務所）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 1日（日）
○ 2次試験…下記期間のいずれか1日
　期間：10 月 9日（水）～ 18 日（金）
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
　9：00～ 17：00（土・日・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・祝日を除く）

募　　集

申し込みはこちら
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塩谷病院  第 3 回市民公開講座
日時／ 6 月 22 日（土）14：00 開演
場所／文化会館  大ホール
定員／ 250 人　＊先着順
入場料／無料
申込方法／電話でお申し込みください。
そのほか／演題や講師など詳しい講
座内容は、6月 9日の新聞チラシ
をご覧ください。

申込・問い合わせ／
　国際医療福祉大学塩谷病院
　☎（４４）１１５５

やさしい手話
　手話が初めての方や興味のある方
大歓迎です。
日時／第2・4火曜日14：00～16：00
場所／木幡北山はつらつ館
会費／ 1 回 100 円（施設利用料）
問い合わせ／やさしい手話　村上
　　　　　　☎（４３）５１８３

お 知 ら せ
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 28 日（金）までに農業委員会
に提出してください。
※現況届の提出がないと、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

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
ことなどを目的に、6
月 15 日を県民の日と
定めています。
　6月15日（土）に県本庁舎などで
記念イベントの開催や、県民の日を
中心に県内外協賛施設で無料開放や
一部割引などが行われます。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
※県ホームページにも掲載しています。
問い合わせ／
　県県民文化課
　 ☎０２８（６２３）３４２２

忘れていませんか ?
あなたの自動車税（県税）
　令和元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、差し押
さえ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

労働保険年度更新手続き
申告・納付期間は7 月10日まで
　保険加入事業者は、労働保険（労
災保険・雇用保険）の令和元年度更
新手続きを期間内に行う必要があり
ます。
　保険料の算出方法や申告・納付方
法など、詳しくは栃木労働局、労働
基準監督署、または公共職業安定所
にお問い合わせください。
問い合わせ／
　栃木労働局労働保険徴収室
　☎０２８（６３４）９１１３

やいたこども園
創立 80 周年記念式典

　在園児が楽しい企画で歓迎します。
日時／ 6月15日（土）9：00～11：00
場所／やいたこども園園舎（本町8-13）
問い合わせ／やいたこども園
　　　　　　☎（４３）０４７０

塩谷看護専門学校
オープンキャンパス
日時／いずれも9：10 ～11：50
① 7/13（土） ② 8/6（火）③ 8/24（土）
※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

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

県民の日マスコット
「ルリちゃん」

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
鮎生産東日本一！きつれ川の鮎
まつり
　清流の里きつれ川で「鮎つり体験」を！
「塩焼き体験」や「つかみ取り」も
行います。
日時／ 6月30日（日）9：30～15：30
場所／水辺公園（道の駅きつれがわ隣接）
問い合わせ／
　きつれ川の鮎まつり実行委員会
　☎０２８（６８６）２１２２

高根沢町
第 9回こどもまつり
　子どもたちの遊びの祭典を開催！
ぜひ、ご家族で遊びに来てください！
日時／ 6 月9日（日）9：30～14：00
場所／高根沢町トレーニングセンター
内容／のぶおバンドなどが出演する
音楽ステージやさまざまなゲー
ムの遊びのブース、プロ棋士によ
る囲碁入門コーナーなど

問い合せ／　
　NPO法人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」
7周年イベント
　地元産野菜の袋詰め、ステージイ
ベント、お楽しみ抽選会などの実施
を予定しています。
日時／ 6月23日（日）8：30～15：00
場所／道の駅「湧水の郷しおや」
問い合わせ／
　塩谷町産業振興課
　☎（４５）２２１１




