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塩谷看護専門学校看護学生（推薦・社会人入試）
募集人員／ 40 人
（推薦、社会人合わせて募集定員の5割程度）
修業年限／ 3 年（全日制）

推薦入試 社会人入試

受験
資格

令和 2年 3 月に高校卒
業見込みで学科評定平
均 3.0 以上、合格した
場合には必ず本校に入
学できる方

高校を卒業し、
令和2年 4月
1日時点で、2
年以上経過し
た方

試験
科目

・一般常識試験
・面接

・小論文
・面接

受付期間／9月5日（木）～19日（木）
試験日／ 9 月 28 日（土）
試験会場／国際医療福祉大学塩谷看
　護専門学校（塩谷病院敷地内）
申込・問い合わせ／
　国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
　☎（４４）２３２２

うちの動物見て見て！コンテスト
　9月 23 日（祝・月）
開催の「2019 とちぎ動
物愛護フェスティバル」
で、ペット写真コンテ
ストを実施します。詳し
くは、ホームページをご確認ください。
応募締切／ 8月30日（金）
応募・問い合わせ／
　〒320-0032　宇都宮市昭和1-1-23
　（公社）栃木県獣医師会
　☎０２８（６２２）７７９３

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
実施されることを受けて、事業者の
皆さまの準備が円滑に進むよう、軽
減税率制度のポイントなど基本的な
内容についての説明会です。
日時／ 8 月 27 日（火）～ 29 日（木）
　　　① 13：00 ～ 14：30
　　　② 15：00 ～ 16：30
場所／氏家税務署  大会議室
定員／各回 30 人　＊先着順
問い合わせ／氏家税務署法人課税部門
　　　　　　☎０２８（６８２）３３１１

とちぎの子どもの未来創造大学
　学校の授業だけでは経験すること
のできない「発見」や「楽しさ」を
通じて、「学び」のおもしろさを感
じてみましょう。
日時／①9月1日（日）　②10月27日（日）
　　　いずれも 10：00 ～ 12：00
場所／矢板市立郷土資料館
講座名／①恐竜教室
　　　　②十

じゅうにひとえ

二単と鎧
よろい

を着てみよう
対象／小学 4年生～中学 3年生
定員／各30人  ＊先着順
参加費／無料
申込方法／未来創造大
学のホームページか
らお申し込みください。
※申し込みは、講座開講日の 1 カ
月前から行うことができます。

問い合わせ／県教育委員会生涯学習課
　　　　　　☎０２８（６２８）３４０８

働き方改革セミナー
日時／ 8月22日（木）13：30～16：00
場所／那須野が原ハーモニーホール
内容／
【第 1部】基調講演
テーマ「実践しよう！働き方改革」
講師／（株）あしぎん総合研究所
　　　 野内　比佐子氏
【第 2部】県内優良取組企業による
パネルディスカッション
パネラー企業／
 ・村田発條（株）
 ・医療法人社団あかね会
 ・（株）髙野商運
対象／経営者、労務担当者、勤労者、
　労働団体役員の方など、興味のあ
　る方はどなたでも参加できます。
定員／ 100 人   ＊先着順
受講料／無料
申込期限／ 8月16日（金）
申込・問い合わせ／
　栃木県大田原労政事務所
　☎０２８７（２２）４１５８
　 otawara-roj@pref.tochigi.lg.jp

「ジュニア知事さん」作文
　「もし私が知事になったら、こん
なことをしてみたい」をテーマに、
ふるさと“とちぎ”のためにやりたい
ことを書いてください！
対象／県内に在住または通学してい
　る小学 4～ 6年生
応募方法／ 9 月 10 日（火）までに、
400 字づめ原稿用紙 1枚にまとめ
て、郵送してください。
そのほか／余白に「題名」、裏面に
「学校名・学年・氏名（ふりがな）・
性別」を書いてください。
応募・問い合わせ／
　〒320-8501  栃木県広報課（住所不要）
　☎０２８（６２３）２１５８

塩谷病院第 5回市民公開講座
日時／ 9 月 21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、詳しく
は 9月 8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

とちぎフォーラム2019
Change ～次代のために持続可能な
栃木を実現～
　1人ひとりがまちの未来を考え、
行動する地域づくりを目指ざして ...
日時／ 9月1日（日）9：30～16：00
会場／文化会館および周辺
主催／（公社）日本青年会議所関東
　地区栃木ブロック協議会
内容／
【メインフォーラム】13：30～16：00
 ・歌う海賊団ッ！によるミュージカル劇
 ・内田  智博氏、渡辺  幸子氏、関本
　裕司氏によるトークセッション
【飲食ブース】10：30 ～
　栃木の魅力を再発見できる地産地消
　のフードメニュー　※売り切れ次第終了
【地域の魅力体験】10：30～ 16：00
　体験をテーマに、自分たちのまち
　の魅力を発信します。
そのほか／明日から生かせるSDGs（持
続可能な開発目標）を学ぶことがで
きるコーナーなど盛りだ
くさんです。申込不要で
すが、入場は参加予約さ
れた方が優先となります。
問い合わせ／
　たかはらさくら青年会議所
　 info@takaharasakurajc.com

防衛大学校・防衛医科大学校学生

申込・問い合わせ／自衛隊大田原地域事務所　☎０２８７（２２）２９４０

募　　集
防衛大学校 防衛医科大学校

推薦 総合選抜 一般 医学科 看護学科
応募資格 18 歳以上 21 歳未満
受付期間 9/5（木）～ 9（月） 9/5（木）～ 30（月）

試験日
9/28（土）
・29（日）

1次：9/28（土）
2次：11/2（土）

・3（日）

1次：11/9（土）
・10（日）

2次：12/10（火）
～14（土）

1次：10/26（土）
・27（日）

2次：12/11（水）
～13（金）

1次：10/19（土）
2次：11/30（土）
・12/1（日）

試験会場 防衛大学校 宇都宮市 1次試験：宇都宮市

未来創造大学
ホームページ

応募方法など
詳しくはこちら

詳しくはこちら

コ

参加予約は
こちらから
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REXバスケットボールスクール
　プロコーチ指導のもと、
基礎から楽しくバスケット
ボールを学びませんか？
日時／毎週木曜日
　　　19：15～ 20：45
場所／片岡中学校
対象／小学 1年生～中学 2年生
そのほか／無料体験も
あります。受講料や申
込方法について、詳し
くはホームページをご
確認ください。
問い合わせ／
　BREX スクール事務局
　 ☎０２８（６８８）８３９４
※受付 13：00 ～ 17：00

お 知 ら せ
敬老会を開催します
　長年にわたり社会に貢献してきた
高齢者の皆さま、長寿お祝い申し上
げます。今年も行政区長をはじめ、
地域の皆さまのあたたかいご支援の
もと、それぞれの地域の会場で「敬
老会」を開催します。皆さまお誘い
合わせの上、ぜひご参加ください。
招待者／昭和 17 年 4 月 1 日以前に
生まれた方で、令和元年 8 月 1
日現在矢板市にお住まいの方（住
民基本台帳に登録してある方）
※招待者には、日時・会場を書いた
　招待状をお届けします。
問い合わせ／
　敬老会実行委員会事務局（高齢対策課）
　☎（４３）３８９６

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間
　子どもに対するいじめやいやがら
せなど、子どもを巡るさまざまな人
権問題に取り組むため、強化週間を
設け、期間中は電話相談の時間を延
長します。秘密は必ず守りますので、
安心してご相談ください。
期間／8月29日（木）～9月4日（水）
受付時間／月～金 8：30～ 19：00
　　　　　土・日  10：00～ 17：00

【子どもの人権110番】
☎０１２０（００７）１１０

問い合わせ／宇都宮地方法務局
　　　　　　☎０２８（６２３）６３３３

8 月は「食品衛生月間」です
　気温が上昇し食品が傷
みやすい夏季は、食中毒
に注意しましょう。特に
子どもや高齢者は重症化
しやすいので、注意が必
要です。
　食中毒を予防するために、食品の
「購入」「保存」「調理と食事」に気
をつけ、調理器具などの消毒も徹底
しましょう。

【食中毒予防 3原則】
　食中毒菌を　①つけない
　　　　　　　②増やさない
　　　　　　　③やっつける
問い合わせ／県北健康福祉センター
　　　　　　☎（２２）２３６４

第34回 栃木県林業センター公開デー
　試験研究の紹介や各種林業体験を
通じて、森林の大切さや生き物との共
生について理解を深めてもらうため、
林業センター公開デーを開催します。
日時／ 8月25日（日）10：00～14：30
場所／栃木県林業センター
　　　（宇都宮市下小池町 280）
内容／バーチャル林業機械操作体験、
狩猟模擬体験、クラフト体験、ツリー
クライミング、木材強度試験デモ、
けもの映像紹介、苗木配布　など
問い合わせ／
　栃木県林業センター
　☎０２８（６６９）２２１１

ボーイ・ガールスカウト＆ソフィア合同
こどものひろば無料イベント

＊希望内容だけ参加可能・入退場自由
＊楽習会は、元教員や塾講師による
　無料の勉強会です。
場所／ココマチ  こどものひろば
そのほか／詳しくは、「ソ
フィア青少年リーダー
Facebook」をご覧ください。
問い合わせ／
　ソフィア　髙瀬
　☎０９０（３４０１）１７５５
　 sophia_yaita@yahoo.co.jp

「相続登記はお済みですか月間」
　相続に関する各種相
談を無料で行います。
期間／
　8月 31 日（土）まで
場所／
　県内各司法書士事務所
問い合わせ／
　栃木県司法書士会
　☎０２８（６１４）１１２２

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・折りたたみベッド・ベビーベッド
・チャイルドチェアー・冷蔵庫（冷凍付）
・電気ストーブ（小）・セラミックヒーター
・パーソナルファクス（子機付）
・精米機（キャスター付）・テレビ（42インチ）

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
きつれがわサマーフェスティバル
＆花火大会 2019
　ステージショーや抽選会などのイベ
ントが盛りだくさん。夜には、約5,000
発の花火が、夏の夜空を彩ります。
日時／ 8 月 24 日（土）12：00 ～
※花火の打ち上げは、19：45 ～
場所／荒川水辺公園
　　　（道の駅きつれがわ隣）
問い合わせ／喜連川観光協会
　　　　　　☎０２８（６８６）３０１３

高根沢町
ベイビー・ブー　コンサート
　5 人組コーラスグループ「ベイ
ビー・ブー」の美しいハーモニーを
お楽しみください。
日時／ 12 月 15 日（日）
　　　 14：00 開場　14：30 開演
場所／高根沢町町民ホール
前売券／ 2,000 円
※全席自由、未就学児入場不可
販売場所／
　高根沢町生涯学習課、イープラス
問い合わせ／高根沢町生涯学習課
　　　　　　☎０２８（６７５）３１７５

塩谷町
第 24回ふるさと納涼祭
　約 10,000 発の花火が打ち上げら
れます。
日時／
　8月 15日（木）17：00 ～ 21：00
※花火の打ち上げは、19：20 ～
場所／ 塩谷町工業団地内
問い合わせ／
　ふるさと納涼祭実行委員会
　（塩谷町産業振興課内）
　☎（４５）２２１１

食中毒予防
詳しくはこちら

スクールの
詳細はこちら

無料体験の
申込はこちら

ソフィアFacebook

近くの司法書士
を探す

日時 内容

8月17日（土）
13：30～17：00

①英語で遊ぼう②スイカ
割り③故郷撮影会④故郷
マップ作り⑤楽習会

9月14日（土）
13：30～17：00

①英語で遊ぼう②じいば
あへメッセージカード・
マスコット作り③楽習会




