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塩谷広域行政組合職員
職種
採用人数
試験日
場所
受付期限

一般事務
1 人程度
10 月 20 日（日）
さくら清修高校
9 月 13 日（金）＊必着

申込・問い合わせ／
塩谷広域行政組合総務課総務係
☎（４８）２０６６
http://www.shioyakouiki.or.jp/

話番号④年齢⑤性別を記入の上、
郵送してください。＊当日消印有効
また、1 枚のはがきで 2 人まで
申込可能です。2 人の場合はそれ
ぞれ①〜⑤を明記してください。
※現行の往復はがきの場合には、返
信はがき部分に 1 円切手を貼付け
てください。料金不足となった場
合は申込人負担となります。
申込・問い合わせ／
〒 320-8501（住所不要）
県広報課県民プラザ室
☎０２８（６２３）３７５７

防衛大・防衛医大生
防衛医科大学校
看護学科

医学科

防衛大学校
一般

受験資格

18 歳以上 21 歳未満の方

受付期間

9/5（木）〜 30（月）

1次
10/26（土）11/09（土）
10/19（土）
試験日
10/27（日）11/10（日）
試験会場

宇都宮市

申込・問い合わせ／
自衛隊大田原地域事務所
☎０２８７（２２）２９４０

とちぎものづくりフェスティバル 2019
小・中学生ものづくりコンテスト
の参加者を募集します。
日時／ 11 月 2 日（土）中学生の部
11 月 3 日（日）小学生の部
場所／栃木県立県央産業技術専門校
（宇都宮市平出工業団地 48-4）
募集対象／
中学生の部：フラワーアレンジメント 10 人
小学生の部（4 〜 6 年生）
：木製自動車製作 20 人
＊応募多数の場合は抽選

国勢調査調査員

申込期限／10月9日
（水）
申込・問い合わせ／
県労働政策課
詳しくはこちら
☎０２８（６２３）３２３４

令和 2 年 10 月 1 日を基準日として、
国勢調査が実施されます。
本市では 150 人以上の調査員が必
要となるため、現在、調査に従事して
いただける方を募集しています。未経
験の方でも安心してご応募ください。
応募要件／
・20 歳以上の健康な方、責任をもっ
て調査事務を遂行できる方
・調査で知り得た秘密を守れる方
（退任後も同様）
・警察、選挙に直接関係のない方
・暴力団員その他の反社会的勢力に
該当しない方
応募方法／市役所、各公民館などの
窓口に備え付けの申込用紙でご応
募ください。
応募・問い合わせ／
総合政策課電算統計班
☎（４３）１１７０

県では、とちぎ未来人材応援奨学金
支援助成金の対象学生を募集します。
応募対象者／
県内の製造業に就職する大学 3 年
生、大学院修士 1 年生、短期大学 1
年生、高等専門学校 4 年生
定員／ 50 人
助成額／最大 150 万円まで
申込期限／ 11 月 29 日（金）まで
そのほか／詳しくは、県
ホームページでご確認
ください。
申込・問い合わせ／
申込方法など
詳しくはこちら
県労働政策課
☎０２８（６２３）３２２４

県の施設をみる「県民バス」参加者

施設清掃スタッフの無料講習

日時／ 10 月 24 日（木）
9：30 市役所集合、16：50 解散
見学施設／とちぎテレビ、栃木県警
本部、日光田母沢御用邸記念公園、
昼食は栃木県庁（各自自由）
対象／矢板市・さくら市・塩谷町在住の方
定員／ 46 人 ＊申込多数の場合抽選
申込方法／ 9 月 30 日（月）までに
往復はがき※の「往信用裏面」に、
①氏名②住所③当日連絡可能な電

清掃の知識と技能を学ぶ無料の講
習会を実施します。
日時／ 9 月 25 日（水）〜 27 日（金）
10：00 〜 16：00
場所／氏家公民館 第 3 研修室
（さくら市櫻野 1322-8）
対象／今後、矢板市のシルバー人材
センターに会員登録し、就業を希望
する 60 歳以上の方
申込方法／ 9 月 12 日（木）までに
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奨学金の返還を助成します！

,QIRUPDWLRQ%RDUG
最寄りのシルバー人材センターに
あるパンフレットまたは当連合会
ホームページにある受講申込書で
お申し込みください。
申込・問い合わせ／
栃木県シルバー人材センター連合会
☎０２８（６２７）１１７９

第 3 回精神障がい者家族教室
日時／ 9 月 27 日（金）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、支援者など
内容／講話および演習「家族のための SST」
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／
栃木県矢板健康福祉センター
保健衛生課 ☎（４４）１２９７

塩谷病院 第 6 回市民公開講座
日時／ 10 月 26 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 10 月 13 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

健康づくり体験談
募集部門／
・運動部門／運動に関する健康法とその効果
・暮らし部門／食事に関する健康法とその効果
・生きがい部門／生きがいに関する健康法とその効果
応募資格／後期高齢者医療制度に加
入している県内の被保険者の方
応募方法／
健康づくり体験談（題名と本文。原
稿用紙 2 〜 3 枚程度）のほか、必要
事項（募集部門、
郵便番号、
住所、
氏名、
生年月日、電話番号）を記入した用紙
を、郵送またはメールで応募
応募締切／ 9 月 30 日（月） ＊必着
賞および賞品／
・最優秀作品 1 点 旅行券 3 万円分
3 点 商品券 1 万円分
・優秀作品
・応募者全員に QUO カード 500 円分
＊受賞作品はホームページで公開します。

応募・問い合わせ／
〒 320-0033 宇都宮市本町 3-9
栃木県本町合同ビル 2 階
栃木県後期高齢者医療広域連合
☎０２８（６２７）６８０５
叞 soumu@kouikirengo-tochigi.jp

第 39 回矢板市サッカーフェスティバル
日時／ 10 月 14 日（祝・月）8：00 〜
場所／とちぎフットボールセンター
種目／
①ボールリフティングチャンピオン大会
②ドリブル競争 ③フットサル大会
申込期限／ 9 月 25 日（水）
そのほか／ボランティアスタッフも
募集しています。詳しくはお問い
合わせください。
申込・問い合わせ／
市サッカー協会 ☎（４３）７６６７

お知らせ
おたがいさんカフェ
認知症などの症状がある方やご家
族、認知症に不安や悩みを抱える方
が自由に参加できる場です。コー
ヒーやケーキを食べながら、おしゃ
べりしませんか？
日時／ 9 月 25 日（水）10：00 〜 12：00
場所／ cafe 花りんご
参加費／無料（飲食費実費）
そのほか／申し込みは不要です。お
気軽にお越しください。
問い合わせ／
高齢対策課 ☎（４３）３８９６

ごみの焼却は禁止です
家庭などから出るごみを焼却する
行為（野焼き）は「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」により禁止さ
れています。法に反してごみの野外
焼却をした場合、5 年以下の懲役も
しくは 1,000 万円以下の罰金、また
はこれらが併科されます。防止への
ご協力をお願いします。
ごみの焼却が行われると
・すすやにおいなど、近所へ迷惑が
かかります。
・発生した煙が交通の支障になります。
・飛び散った火の粉が近隣火災の原因
になります。
・ダイオキシンなどの有害物質が発生
します。
問い合わせ／くらし安全環境課
☎（４３）６７５５

もくもくまつり 2019
日時／ 9 月 29 日（日）9：30 〜 15：30
場所／ろまんちっく村 にぎわい広場
内容／チェンソーを使って丸太に彫刻
を行うチェンソーカービングショー

不用品登録情報

やとちぎ材を使った木工教室、昔
懐かし上棟式など楽しいイベント
を用意して皆さまをお待ちしてい
ます。
問い合わせ／
とちぎ木材フェスティバル実行委員会
☎０２８（６５２）３６８７

性感染症について
皆さんは、性感染症について正し
い知識を持っていますか？
性感染症は、性的な接触が原因と
なって直接ヒトからヒトへ感染する
さまざまな疾患の総称です。
主な疾患としては、梅毒、淋病、
性器ヘルペス、クラミジア、HIV な
どがあり、近年、若者の性感染症が
増加傾向にあります。
まん延防止には、早期発見・早期
治療が大変重要です。
少しでも心配や不安をお持ちの方
は、無料・匿名で検査や相談を実施し
ています。1人で悩まず相談しましょう。
相談・問い合わせ／
栃木県県北健康福祉センター
（大田原市住吉町 2-14-9）
毎週火曜日 9：00 〜 10：00 ※要予約
☎ ０２８７（２２）２６７９

「法の日」司法書士法律相談
司法書士が無料法律相談を実施し
ます。相談については、お近くの司
法書士事務所に直接ご連絡ください。
日時／ 10 月 1 日（火）〜７日（月）
場所／県内各司法書士事務所および特設会場
内容／司法書士の業務に関する相談
（登記、供託、訴訟、成年後見、
多重債務など）
問い合わせ／栃木県司法書士会
☎０２８（６１４）１１２２

全国一斉！法務局休日相談所の開設
全国の法務局で一斉に休日相談所
を開設することとなりました。登記・
戸籍・供託・人権などに関する相談
所の開設や公証人・職員による講演
会も開催します。
日時／ 10 月 6 日（日）
10：00 〜 15：00 相談
10：30 〜 講演会「相続」
場所／宇都宮地方法務局本局庁舎
参加費／無料
そのほか／詳しくは、宇都宮地方法
務局のホームページをご覧ください。

申込・問い合わせ／
宇都宮地方法務局総務課庶務係
☎０２８（６２３）６３３３

「敬老の日」こどものひろばイベント
日時／ 9 月14 日（土）13：30 〜 17：00
場所／ココマチ こどものひろば
内容／
・じいばあへメッセージ
カード・マスコット作り
・英語で遊ぼう
・楽習会
詳しくはこちら
（数検・英検勉強会） ソフィア Facebook
＊希望内容だけ参加可能・入退場自由
問い合わせ／
ソフィア 髙瀬
☎０９０（３４０１）１７５５
叞 sophia̲yaita@yahoo.co.jp

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
第 79 回国際写真サロン巡回展
全日本写真連盟が開催する写真サ
ロンがさくら市にやってきます！
日時／ 9 月 21 日
（土）
〜 10 月 6 日
（日）
9：00 〜 17：00
※最終入場 16：30 まで
場所・問い合わせ／
さくら市ミュージアム
☎０２８（６８2）７１２３ ＊月曜休館

高根沢町
ソラシタ夜市
おいしい料理やかわいい雑貨のお
店が大集合！平日の夜にのんびり過
ごしてみませんか？
日時／ 9 月 26 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）
問い合わせ／
高根沢町移住・定住・創業支援センター
☎０２８（６１２）５７７１

塩谷町
こども未来館（しおらんど）
大型木製遊具を設置した乳幼児か
ら遊べる施設が OPEN します。
日時／ 9 月 21 日（土）
場所／ 旧大久保小学校
（塩谷町大久保 1401）
問い合わせ／塩谷町保健福祉課
☎（４５）１１１９

譲
っ
て ・ミシン
く
だ ・自転車子ども用（24 インチ）
さ
・バーベキューコンロ（2 台）
・大人用自転車・ベビーカー い

・折りたたみベッド・チャイルドチェアー

譲
・冷蔵庫（冷凍付）
・電気ストーブ（小）
り
・セラミックヒーター・パーソナルファクス（子機付）
問い合わせ／
ま
・精米機（キャスター付）
・テレビ（42 インチ）
消費生活センター（くらし安全環境課）
す
☎（４３）３６２１
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