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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 11 月 7 日（木）10：00 〜 12：30
●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
内容
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 11 月 7 日（木）13：00 〜 16：00
●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
内容
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／
栃木県大田原労政事務所
☎０２８７（２２）４１５８

栃木県育英会奨学生
栃木県育英会では、令和 2 年度
に進学予定の方を対象に、月額貸与
奨学生および入学一時金奨学生を募
集しています。
申込期限／ 11 月 15 日（金）まで
申込方法／県育英会ホームページま
たは県内中学校・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。
そのほか／奨学金の貸付原資となる
善意の寄付金を募集しています。
申込・問い合わせ／
（公財）栃木県育英会事務局
☎０２８（６２３）３４５９

県労働委員会委員による労働相談会
日時／
10 月 22 日（祝・火）11：00 〜 17：00
23 日（水） 13：00 〜 19：00
場所／オリオン AC ぷらざ
（宇都宮市江野町 3-10 竹川ビル 1F）
内容／労使関係トラブル
そのほか／費用無料、予約者優先
申込・問い合わせ／
栃木県労働委員会事務局
☎０２８（６２３）３３３７

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
学校祭・学校説明会
毎年恒例の学校祭「八汐祭」を開催
します。併せて学校説明会も行いますの
で興味のある方はぜひお越しください。
日時／ 11 月 9 日（土）10：00 〜 15：00
場所／国際医療福祉大学塩谷看護専
門学校（塩谷病院敷地内）
内容／ナース服体験、学生による進
路相談会、学校生活の展示、健康
ストレッチ、フードコート など
そのほか／キッズルーム・授乳室・
おむつ交換室あり
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

国際医療福祉大学塩谷看護専門学校
看護学生（一般入試）
募集人員／ 40 人（推薦、社会人含む）
修業年限／ 3 年（全日制）
一般入試
・令和 2 年 3 月に高校卒業見込みの方
受験
または同等の資格を有する方
資格
・修業期間中、勉学に専念できる方
試験 ・学力試験（マーク式）
科目 ・面接

受付期間／11月15日
（金）
〜29日
（金）
試験日／ 12 月 7 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

,QIRUPDWLRQ%RDUG
議会報告会・意見交換会

無料調停相談会 ※予約不要

申し込みは不要ですので、興味の
あるテーマの日にお越しください。
【これからの矢板市に望むこと】
日時／10月 9日（水）19：00〜21：00
場所／文化会館 小ホール
【子育て・孫育て】
日時／10月16日（水）13：30〜15：30
場所／生涯学習館 研修室（1）
【人口減少の中でのまちづくり】
日時／10月27日（日）18：00〜20：00
場所／矢板公民館 大会議室
問い合わせ／
議会事務局 ☎（４３）６２１６

日時／いずれも 9：00 〜 15：00
① 11 月 7 日（木）② 11 月 14 日（木）
③ 11 月 28 日（木）
場所／①大田原市総合文化会館②矢板公
民館③黒磯いきいきふれあいセンター
相談員／宇都宮地方・家庭裁判所
大田原支部所属調停委員
内容／土地建物・金銭・交通事故・
相続など民事・家事に関する相談
問い合わせ／
宇都宮地方・家庭裁判所大田原支部
☎０２８７（２２）２１１２

矢板高等学校 秋の花苗販売
高校の農場で栽培したパンジーや
ビオラの苗を 1 鉢 50 円で販売します。
日時／ 10 月 24 日（木）9：00 〜 12：00
場所／矢板高校農場・温室
問い合わせ／矢板高等学校
☎（４３）０２６０

やいた語りべの会
「15 周年記念 民話語り口演」
12 人の語りべが心を込めて語り
ます。ご来場お待ちしております。
日時／ 10 月27 日（日）13：30 〜 15：30
場所／文化会館 小ホール
入場料／無料
問い合わせ／
やいた語りべの会 代表 渡瀬
☎（４８）２５２８

確認しましょう！最低賃金

お知らせ
無料不動産相談会
日時／ 10 月11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

10 月 1 日（火）から栃木県の最低
賃金が時間額 853 円に改正されます。
対象／県内の事業場で働くすべての
労働者とその使用者
※一般労働者のほか、臨時・パート・
アルバイトなどにも適用されます。
※特定の産業には、特定最低賃金が
定められています。
問い合わせ／
栃木労働局賃金室
☎０２８（６３４）９１０９
大田原労働基準監督署
☎０２８７（２２）２２７９

とちぎ景観展
秋の山野草展
日時／ 10 月19 日（土）9：00 〜 16：30
20 日（日）9：00 〜 17：00
場所／片岡公民館 コミュニティホール
内容／単品植え、寄せ植えの作品展など
入場料／無料
問い合わせ／片岡山野草会 内野方
☎（４３）８２１１

県内の美しい景観のパネルや、景
観形成の取組内容などを展示します。
期間／ 11 月 1 日（金）〜 8 日（金）
場所／県庁舎本館 15 階
展望ロビー企画展示ギャラリー
問い合わせ／
栃木県県土整備部都市計画課
☎０２８（６２３）２４６３

不正軽油に関する情報をお寄せ
ください！
10 月は「全国不正軽油撲滅強化月
間」です。不正軽油は、軽油引取税
の脱税を目的に、軽油代替燃料として
灯油や重油を混和するなどして使用
するもので、排ガス中の有害物質を
増幅させ環境に悪影響を及ぼします。
不正軽油に関わった者はすべて罰
則の対象になります。不正軽油に関す
る情報は、不正軽油 110 番 ☎０２８２
（２３）３８６２ にお寄せください。
問い合わせ／
栃木県税事務所軽油引取税調査担当
☎０２８２（２３）３８６２

だれでも気軽にお越しください
「おたがいさんカフェ」オープン！
このカフェは、認知症などの症状
がある方やそのご家族、認知症に不
安や悩みを抱えている方などが、お
茶を飲みながらおしゃべりを楽しむ
集いの場です。 ＊申込不要、飲食実費
日時／いずれも 10：00 〜 12：00
10 月 24 日（木）
、11 月 25 日（月）
、
12 月20日
（金）
、
令和 2 年 1月21日
（火）
、
2 月 20 日（木）
、3 月 24 日（火）
場所／ cafe 花りんご（末広町 7）
問い合わせ／高齢対策課
☎（４３）３８９６

選挙権を有する国民の中から「く
じ」で選ばれた 11 人の検察審査員が、
国民を代表して、検察官が被疑者を
裁判にかけなかったこと（不起訴処
分）の善しあしを審査します。
審査は、非公開で行われ、秘密や
プライバシーは守られます。
不起訴処分に納得できない場合は、
検察審査会に申し立てや相談をしてくだ
さい。その際の費用は一切かかりません。
申立・問い合わせ／
大田原検察審査会事務局
☎０２８７（２２）２１１２

三士会法の日無料相談会 ※予約不要
日時／ 11 月 3 日
（祝・日）
10：00〜15：00
場所／大田原市総合文化会館
相談員／土地家屋調査士・司法書士・
行政書士
内容／土地家屋調査士・司法書士・行
政書士の業務に関する相談
問い合わせ／
栃木県土地家屋調査士会事務局
☎０２８（６２１）４７３４

福祉・保育のお仕事「就職フェア」
矢板市および近隣市町にある高齢者
や障がい児者の福祉施設、
保育所などの採用担当職
員から仕事内容や採用条
件に関して直接話を聞くこ 福祉のお仕事
就職フェア
とができます。
日時／ 11 月16 日（土）13：00 〜15：30
場所／矢板市文化会館
対象／福祉分野に就職を希望する方、
福祉の仕事に興味・関心のある方
※参加無料、申込不要、入退場自由、
託児あり（要予約）
問い合わせ／
（社福）県社会福祉協議会
☎０２８（６４３）５６２２

「ハロウィーン」in こどものひろば
第 11 回きつれがわ矯正展
日時／ 10 月 26 日（土）9：30 〜 15：00
場所／道の駅きつれがわ
内容／施設見学、刑務所作業製品の展
示即売会のほか、地元アイドルのミニ
ライブなど各種イベントを行います。
問い合わせ／
喜連川社会復帰促進センター
☎０２８（６８６）３１１１

不用品登録情報

日時／ 10 月 27 日
（日）13：30 〜 17：00
場所／ココマチ こどものひろば
内容／・ハロウィーングッズを作ろう
・英語で遊ぼう ”trick or treat”
・楽習会（数検・英検勉強会）
＊参加者にプレゼントがあります。
問い合わせ／
ソフィア 髙瀬
☎０９０（３４０１）１７５５

第 7 回ひだまりみんなの作品展
日時／ 11 月 8 日（金）〜 21 日（木）
9：30 〜 15：30
場所／特別養護老人ホームひだまり
の里（川崎反町 303）
内容／パッチワーク、貼り絵、刺繍
壁画、習字、スライドショー ほか
問い合わせ／ ※平日 8：30 〜 17：30
デイサービスセンターひだまり
☎（４０）０３４５

塩谷広域おすすめ情報
さくら市
ほづみ松の祭典 2019
昼は秋空に映える松の緑、夜は秋
月の夜空を背景にライトアップされ
た松と竹灯籠が見どころです。
日時／ 10 月 18 日（金）〜 20 日（日）
※ライトアップは、17：00 〜 20：00
場所／杉インテリア木工館
（旧穂積小学校校庭）
問い合わせ／
ほづみ松の祭典実行委員会事務局
☎０２８（６８５）３８４１

高根沢町
ホップ・ステップ・元気あっぷ
たかねざわスポーツフェスタ
スポーツ教室やアトラクション、
運動能力測定など、誰でも楽しめる
スポーツイベントです！
皆さんの参加をお待ちしています。
日時／ 10 月13 日
（日）9：00 〜 15：00
場所／高根沢町町民広場
問い合わせ／
高根沢町生涯学習課
☎０２８（６７５）３１７５

塩谷町
尚仁沢はーとらんど
「秋の収穫祭」
塩谷町の秋の豊かな実りを楽しん
でみませんか？
日時／ 11月4 日
（休・月）
10：00〜15：00
※雨天決行
場所／尚仁沢はーとらんど
内容／お楽しみ抽選会（施設でお買
い物をした方対象）、地元農産物・
里芋ふらいなどの販売、木工教室、
青少年クラブによる餅の販売
問い合わせ／
塩谷町産業振興課
☎（４５）２２１１

・チャイルドチェアー・ベビーカー・かざり棚・冷蔵庫（冷凍付）

譲
・オーブントースター・IH クッキングヒーター（卓上）・炊飯ジャー
り
・バーベキューコンロ（2 台）
・電気ストーブ（小）・セラミックヒーター
問い合わせ／
ま
・大人用自転車・子ども用自転車（補助輪付き）
消費生活センター（くらし安全環境課）
す
☎（４３）３６２１
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ご存じですか？検察審査会制度
〜不起訴には 11 人の審査の目〜

・パーソナルファクス（子機付）

譲
っ ・ミシン
て ・自転車子ども用
く
だ （24 インチ）
さ ・50㏄スクーター
い
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