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献血にご協力ください！
日時／
　 7 月 16 日（火）
　10：00 ～ 11：45、13：00 ～ 16：00
場所／
　市保健福祉センター（東側駐車場）
内容／全血献血のみ 200ml、400ml
※移動献血車（バス）での献血となります。
問い合わせ／
　健康増進課　☎（４３）１１１８

栃木県警察官採用試験
　「正義感溢

あふ

れるフレッシュな警
ヒ ー ロ ー

察官
集結！」
試験区分／ ・大学卒業者　＊男性のみ
　　　　　 ・高校卒業者等
受付期間／
　7月 26 日（金）～ 8月 30 日（金）
1 次試験／ 9 月 22 日（日）
2 次試験／ 10月上旬および11月中旬
合格発表／11 月 28 日（木）予定
申込・問い合わせ／
　矢板警察署　☎（４３）０１１０

矢板東高等学校附属中学校
学校説明会
日時／
　8月 4日（日）10：30 ～ 12：00
　（受付 10：00 ～）
場所／文化会館  大ホール
定員／ 1,000 人　＊申込不要

対象／
　小学生、保護者、関係機関・団体
など（参加資格・条件などなし）
※小学生・保護者のみの参加も可
内容／
 ・教育内容、学校生活の概要について
 ・令和2年度入学者選考などについて
そのほか／
　学校公開を10月5日（土）9：50
～12：40に実施します。公開当日は、
受け付けで願書配布も行います。
問い合わせ／
　矢板東高等学校附属中学校
　☎（４３）１２４３

第 2回精神障がい者家族教室
日時／ 7 月 18 日（木）
　　　13：30 ～ 15：30
場所／栃木県庁塩谷庁舎
対象／精神障がい者の家族、支援者等
内容／
　講話「統合失調症・双極性障害に
ついて～こころの病との上手な付き
合い方～」
参加費／無料
申込方法／
　1週間前までに電話またはファク
ス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
　保健衛生課　☎（４４）１２９７

「『COOL CHOICE とちぎ 』スス
メ隊教室」募集中！
　県では、地球温暖化に関する親子
向け体験型講座を実施します。
日時／ 8 月 23 日（金）
　　　10：00 ～ 11：30
場所／矢板公民館  大会議室
定員／親子 30 人　＊先着順
参加費／無料
申込方法／
　8 月 13 日（火）まで
に専用フォームからお
申し込みください。
問い合わせ／
　県地球温暖化防止活動推進センター
　☎０２８（６７３）９１０１　

第 12 回がんの市民公開講座
「いのちのレッスン」
～人生の最終章を生きぬく処方せん～
日時／ 7 月 20 日（土）
　　　13：30 ～ 15：30
場所／
　那須赤十字病院  マイタウンホール
参加費／無料
講師／
　ふじ内科クリニック院長
　内藤　いづみ氏
申込方法／
　電話またはファクスでお申し込み
ください。その際に①参加者氏名②
居住地③連絡先をお伝えください。
申込・問い合わせ／
　那須赤十字病院がん診療対策推進室
　☎０２８７（２３）１１２２
　 ０２８７（２３）３００４

第 6回地域医療交流会
～まるごと繋がり支え合う共生
の街創り ～
日時／ 7 月 13 日（土）
　　　16：30 ～ 18：30
場所／那須野が原ハーモニーホール
　　　小ホール
講演テーマ／
　「共に生きられる社会・地域・街づくり」
　衆議院議員・医療法人社団永生会
　理事長　安藤　高夫氏
定員／ 300 人　＊先着順
入場料／無料
申込方法／
　7月12日（金）までに電話、ファクス、
メールのいずれかでお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　医療法人社団　亮仁会　那須中央病院
　☎０２８７（２９）２１２１
　 ０２８７（２９）２１５２
   msw@nasuchuoh-hospital.jp

自衛官候補生・一般曹候補生・航空学生

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

下水道排水設備工事責任技術者
①講習会・模擬試験  ②試験  ③更新講習会  

申込・問い合わせ／（公財）とちぎ建設技術センター　☎０２８（６２６）３１８７

募　　集

種目 自衛官候補生
（男女）

一般曹候補生
（男女）

航空学生
空 海

応募資格 18 歳以上 33 歳未満の方 18歳以上
21歳未満の方

18歳以上
23歳未満の方

受付期間 7 月 1 日（月）～ 9月 6日（金）
1 次
試験日

受付時に
お知らせします。

9月20日（金）～
22日（日）のいずれか 9月 16 日（祝・月）

試験場所 宇都宮市

①講習会・ 模擬試験 ②試験 ③更新講習会

日時 9 月 26 日（木）
10：00 ～ 17：00

10 月 29 日（火）
14：00 ～ 16：00

10～ 11月に県内各地で開催され
ます。該当する方には、6月下旬
にセンターからお知らせが送付
されていますので、詳細は、そ
ちらをご確認ください。場所 コンセーレ

申込期間 8 月 30 日（金）まで　＊当日消印有効 7月31日（水）まで　＊当日消印有効

そのほか

≪申込用紙≫
（公財）とちぎ建設技術センター、およ
び矢板市上下水道事務所下水道課で配
布しています。

≪対象≫
資格の有効期限が令和2年 3月
31 日までの方、または有効期限
が平成 31 年 3月 31 日で切れ、
現在資格失効している方

ススメ隊教室申込
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 RUN伴 2019 in 矢板・塩谷
　認知症になっても安心して暮らせるま
ちづくりを目指し、認知症の方もそうで
ない方もみんなでタスキをつないで日本
を縦断する認知症啓発イベントです。
　ぜひ、ランナー・ウォーカーとし
て参加をお待ちしております！
　また、発着地点や沿道での応援も
大歓迎です！！
日時／
　9月 21日（土）10：00～ 15：45
場所／
　矢板エリア（約8㎞）（矢板市役所発着）
　10：00 ～ 12：30
　塩谷エリア（約3㎞）（塩谷町役場発着）
　13：45 ～ 15：45
対象者／どなたでも
参加費／
　一般  2,500円　中学生以下  1,500円
　認知症の本人または家族  1,000円
　※別途手数料がかかります。
申込方法／
　8月 13日（火）までに、3人以上
1チームで RUN 伴ホームページ
（https://runtomo.org/entry）からお
申し込みください。
そのほか／
　詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ／
　実行委員・印南（佐藤病院内）
　☎（４３）０７５８
　 riha@midori-satohp.or.jp

塩谷病院  第４回市民公開講座
日時／
　8月 17 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

8月4日（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

　

無料不動産相談会
日時／
　7月 12日（金）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
　☎０２８７（６２）６６７７
　都市整備課
　☎（４３）６２１３

地域と輪になる夏まつり in 長井
日時／
　8月 11日（日）10：00～ 14：00
場所／旧長井小学校（体育館）
内容／
　模擬店・子育て相談・昔遊び ・ミ
ニマルシェ・地域で活動している
サークルなどの披露を行います。ぜ
ひ遊びに来てください。
そのほか／
　飲食出店者、ミニワークショップ
出店者を募集しています。お気軽に
ご連絡ください。
問い合わせ／
　夏まつり実行委員会
　（NPO法人ワーカーズコープりんごの木）
　☎（４３）０４２４

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

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
うじいえ納涼彩 2019
　夕暮れから灯される色鮮やかな創
作灯ろうの揺らめきが創り出す幻想
的な雰囲気に包まれてみませんか。
日時／
　8月 3日（土）14：30 ～ 21：00
場所／ JR 氏家駅東口周辺
問い合わせ／
　うじいえ納涼祭実行委員会
　☎０２８（６８１）５７５７
　※月曜日はお休みです。

高根沢町
夏休み企画展「ザ・博物館」
　栃木県立博物館から数々の貴重な
展示物が高根沢町にやってきます！ 
日時／
　7月 6日（土）～ 8月 25 日（日）
　 9：00 ～ 17：00
休館日／
　月曜日（祝日の場合は開館）、7月
16 日（火）、8月 13 日（火）
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」
鮎のつかみ取り
　道の駅に特設プールがOPEN!! 中学
生まで参加可能のイベントとなります。
日時／ 7 月 27 日（土）、28 日（日）
　　　10：00～　※無くなり次第終了
料金／ 1 人 600 円（最大 3匹まで）
問い合わせ／
　道の駅「湧水の郷しおや」
　☎（４１）６１０１

お 知 ら せ




