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差し押さえ動産の合同公売
　税金の滞納により差し押さえた動
産を県と合同で公売します。
日時／ 12 月 11 日（水）
　11：00 ～12：30 下見会
　12：40 受付終了　13：00 公売開始
場所／県塩谷庁舎 101 会議室
問い合わせ／
　栃木県矢板県税事務所収税課
　☎（４３）２１７１

第 4回精神障がい者家族教室
日時／11月13日（水）11：00～14：30
対象／精神障がい者の家族、支援者等
内容／施設見学
参加費／無料
申込方法／ 1 週間前までに、電話で
　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。
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

栃木県医療安全講習会
日時／ 12月10日（火）13：30～15：30
場所／栃木県総合文化センター  第1会議室
演題／「上手な病院のかかり方
　～何でも伝えられる患者になりたい！～」
定員／ 100 人　＊先着順
講師／岡本　佐和子氏
申込方法／電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　栃木県医療政策課
　☎０２８（６２３）３０８５

塩谷病院    第 7 回市民公開講座
日時／ 11月 30日（土）14：00開演
場所／塩谷看護専門学校 講堂(塩谷病院敷地内)
定員／ 200 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
11 月 17 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

河川内の公募型樹木伐採
　県では、民間と協働で河川内に繁
茂している樹木の伐採を実施してい
ます。個人・団体を問わず、本人が
伐採し持ち帰りができる方を募集し
ます。詳しくは、県ホームページを
ご覧ください。
募集期間／ 11月 8日（金）
申込・問い合わせ／
　栃木県河川課　☎０２８（６２３）２４４４
　栃木県矢板土木事務所  ☎（４４）２５３８

社会復帰促進センター施設参観
日時／ 11月 21日（木）
　　　13：30～ 15：00
場所／喜連川社会復帰促進センター
定員／ 70 人
申込方法／ 11月8日（金）（必着）まで
にハガキでご応募ください。その
際、希望される方全員の氏名、年齢、
住所、ご連絡先をご記入ください。

さらに団体で申し込まれる方は、
代表者をご記入ください。参観が
認められた場合は代表者に案内状
をお送りします。
申込・問い合わせ／
　〒329-1493　さくら市喜連川5547
　喜連川社会復帰促進センター庶務課
　☎０２８（６８６）３１１１

矢板公民館・文化会館の使用制
限について
　台風 19 号の影響により、電力供
給元である文化会館地下が水没し、
電気系統が一切使用できない状態と
なっております。復旧には少なくと
も数カ月を要する見込みのため、使
用を制限させていただきます。
　今後の矢板公民館・文化会館の利
用可否については、ご不
便をおかけしますが、ご
了承くださるよう、お願
いいたします。
問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９

障がい者差別の相談は社会福祉課へ
　障がいの有無によって分け隔てら
れることなく共生できる社会こそ、
地域社会のあるべき姿です。
　障がいのある人が不当な差別的取
り扱いを受けた、合理的配慮をしても
らえなかったなど、困ったことがあっ
たら社会福祉課へ相談してください。
問い合わせ／
　社会福祉課　☎（４３）１１１６

12 月 10 日は「人権デー」
みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～
　12 月 4日（水）～ 10 日（火）は
「第 71 回人権週間」です。市では、
毎月、人権相談を行っています。
日時／ 12月17日（火）9：30～12：00
場所／保健福祉センター2階 相談室
問い合わせ／
　総務課　☎（４３）１１１３

女性の人権ホットライン電話相談開設
　女性の人権問題に詳しい人権擁護
委員が相談に応じます。
期間／ 11 月 18 日（月）～ 24 日（日）
時間／ 8：30 ～ 19：00
※土日は 10：00 ～ 17：00
電話窓口／
　☎０５７０（０７０）８１０
実施機関／
　宇都宮地方法務局　
　栃木県人権擁護委員連合会
　
子ども・若者育成支援強調月間
　11 月は青少年の健全育成に取り
組む強調月間です。
　そこで、この機会に子ども・若者
を孤立させないために、家庭内で親
子のふれあいの時間を持ちましょう。
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

中退共退職金制度を活用しませんか！
　「中小企業退職金共済制度」は、中
小企業のための国の退職金制度です。
　掛金助成や税法上の優遇が受けられ、
社外積立だから管理も簡単です。
　退職金はぜひ中退共におまかせく
ださい。
問い合わせ／
　（独）勤労者退職金共済機構
　中小企業退職金共済事業本部
　☎０３（６９０７）１２３４

11 月 1日～ 30 日は
労働保険適用促進強化期間
　「労働保険（労災保険・雇用保険）」
は、労働者の業務上または通勤途上で
の負傷などと失業の場合に保険給付を
行うもので、労働者を使用する事業主
は法律で加入が義務付けられています。
　まだ、加入手続をされていない事業主
の方は、労働基準監督署または公共職
業安定所で加入の手続きをしてください。
　詳しくは、最寄りの労働基準監督署ま
たは公共職業安定所にお尋ねください。
問い合わせ／
　栃木労働局総務部労働保険徴収室
　☎０２８（６３４）９１１３

税理士＆司法書士による相続・贈
与の無料相談会
日時／ 12月1日（日） 10：00～15：00
場所／栃木県司法書士会館
　　　（宇都宮市幸町 1番 4号）

そのほか／相談料無料、要予約
予約・問い合わせ／
　栃木県司法書士会
　☎０２８（６１４）１１２２

くろばね・プリズン・フェス
　今年で 36 回目となる黒羽刑務所
矯正展を開催します。
日時／ 11 月 23 日（祝・土）
　　　9：00 ～ 15：00
場所／黒羽刑務所
　　　（大田原市寒井 1466-2）
問い合わせ／
　黒羽刑務所作業部門
　☎０２８７（５４）１１９８

たかはら学園　地域貢献活動
　皆さんへの日頃の感謝を込めて、
地域の高齢者施設の除草、清掃作業
など 2 時間程度できる作業にチャ
レンジしています。

問い合わせ／
　社会福祉法人たかはら学園
　☎（４８）０３０４

シルバー人材センター　奉仕作業
　市役所周辺で行われるイベントに
向け、シルバーの会員約 80 人が草
むしりや草刈、植木の剪定など清掃
ボランティアを行いました。

問い合わせ／シルバー人材センター
　　　　　　☎（４３）６６６０

那須石油発動機秋の運転会
　昔懐かしい農業用発動機の魅力を
お楽しみいただけます。
日時／
　11月 10日（日）9：00～ 15：00
　＊小雨決行。当日花火合図あり。
場所／片岡駅西口広場

そのほか／
　片岡もりあげ隊による楽しいイベ
ント、フリーマーケットなどの出店
もあります。
問い合わせ／
　那須石油発動機愛好会
　矢板支部長　渡辺　賢司
　☎０９０（３４９７）５３２５
　片岡もりあげ隊　鈴木　忠
　☎０８０（１１３８）１７４１

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・チャイルドチェアー・ベビーカー・かざり棚・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・バーベキューコンロ（2台）
・大人用自転車・子ども用自転車（補助輪付き）・フードプロセッサー
・パーソナルファクス（子機付）・小学生用学習机、椅子・テレビ台
・プラスチック製 3段棚・折り畳みベッド

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・ミシン
・自転車子ども用
　（24 インチ）
・50㏄スクーター

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
春の院展栃木展
日時／ 11 月 17 日（日）まで
  　　　9：00 ～ 17：00
※最終入館 16：30 まで
※11月5日（火）、11日（月）は休館
場所・問い合わせ／
　さくら市ミュージアムー荒井寛方記念館ー
　☎０２８（６８２）７１２３

高根沢町
TAKANEZAWA  ROCKS IDE 
MARKET
　大人気のイベントを今年も開催します！
日時／
　12月 1日（日）10：00 ～ 16：00
場所／
　ちょっ蔵広場（ＪＲ宝積寺駅東口）
内容／
　高根沢ローカルグルメや高根沢産
農産物をはじめ、県内外の人気店舗
によるフードやクラフトの販売
問い合わせ／
　高根沢町産業課
　☎０２８（６７５）８１０４

塩谷町
塩谷町生涯学習フェスティバル
　町内で活動する団体や個人の作品
展示・団体催事や、町文化協会によ
るステージ発表を行います。
日時／
　11 月 2日（土）9：30 ～ 16：00
　　　  3 日（日）9：30 ～ 15：00
※町文化協会によるステージ発表は
　11 月 3日（日）開催
場所／塩谷町立塩谷中学校
問い合わせ／
　塩谷町生涯学習課
　☎（４８）７５０３

お 知 ら せ

募　　集
陸上自衛隊高等工科学校生徒および自衛官候補生

申込・問い合わせ／栃木地方協力本部大田原地域事務所
　　　　　　　　　☎０２８７（２２）２９４０

種目 陸上自衛隊高等工科学校生徒 自衛官候補生
推薦 一般 男子

受付期限 11月29日（金）＊必着 令和2年1月6日（月）＊必着 12月4日（水）

応募資格 中卒（見込含）の男子で、17歳未満の方
（※推薦は学校長の推薦が必要） 18歳以上33歳未満の方

試験日 令和2年1月5日（日）・6日（月）
の指定する１日

1次試験
令和2年1月18日（土） 12月14日（土）

会場 神奈川県横須賀市 宇都宮市 宇都宮市

詳しくはこちら

○


