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市民活動やシルバー人材センター、
社会福祉協議会、県などから依頼さ
れた記事を掲載するコーナーです。

  時 日時    場 場所    対 対象    定 定員
  費 費用    内 内容    申 申込    問 問合先　

みんなの伝言板・トピックス

写経を書いて明るく元気になろう︕
時① 1 月 9 日（土）　② 1 月 15 日（金）　
10時～ 12 時場①岩舟公民館　②大平公民
館対どなたでも費 400 円内じっくりと写経
体験申不要問生涯学習人材バンク講師（中島）
☎ 0276-73-7071

シルバー人材センター入会説明会
時① 1月 12 日（火）13 時 30 分～② 1月
13日（水）13時 30分～③ 1月 14日（木）
13時 30 分～場①北部事業所（都賀保健セ
ンター 都賀町原宿）②南部事業所（藤岡町
大前）、岩舟連絡所（岩舟町下津原）　③キョ
クトウとちぎ蔵の街楽習館（入舟町）、大平
連絡所（大平町西野田）※栃木と大平、藤岡
と岩舟は同日開催です対市内在住で働く意
欲のある 60歳以上の方。お住まいの地域の
事業所へ問栃木事務局☎（23）4165 南部
事業所☎（62）1534 北部事業所☎（27）
8812大平連絡所☎（43）0155西方連絡所
☎（92）8390 岩舟連絡所☎（55）8358
※入会を希望される方は必ず入会説明会にご
出席下さい。

シルバー人材センター刃物研ぎ
時令和３年 1月 20日（水） 9 時～ 12時（申
込みは 11時 30分まで）場キョクトウとち
ぎ蔵の街楽習館 1階西側 シルバー人材セン
ター作業室前（入舟町）費包丁類 300円～・
刈込はさみ 600 円～ 問シルバー人材セン
ター栃木事務局 ☎（23）4165

藤岡地域のどんど焼き
時 1 月 16日（土）（荒天時は翌 17日（日）

に延期）正月飾り回収 10時～ 12時（時間
厳守）どんど焼き 13時 30分～場藤岡総合
体育館南側公園（藤岡町藤岡）内年間の無病
息災・家内安全等を願う「どんど焼き」昨年
に引き続き今年も実施します。※環境への配
慮のためプラスチックや金具類の取外しにご
協力ください。※来場時のマスク着用・受付
での検温にご協力をお願いします。申ハー
トランドまちづくり隊（山士家）☎（６１）
２３１０

福祉のお仕事就職フェア（県南エリア）
時 1 月 23 日（土）13 時～ 15 時 30 分場
小山市立中央公民館（小山市中央町）内福祉
の仕事に就きたい方と求人事業所との相談
会。福祉の仕事や資格の相談も可申栃木県社
会福祉協議会☎ 028-643-5622

山本有三記念会　文学講座（全 2 回）
「郷土の偉人　山本有三」
時第 1回「路傍の石を深読みする」1月 30
日（土）、　第 2回「有三を取巻く人間模様」
1 月 31 日（日）　両日とも 14 時～ 15 時
30分場栃木図書館 2階会議室対どなたでも
定両日とも 25人（先着順）費無料内大塚幸
一氏（山本有三記念会会長）を講師に、新た
な発見や人とのつながりを手がかりに有三の
実像に迫る。申問合先へ電話または直接受付
まで　※ 12月 22 日（火）受付開始問山本
有三ふるさと記念館☎（22）8805

税理士会が行う還付申告無料税務相談
時 2 月 3日（水）対所得金額 300万円以下
の給与所得者及び年金受給者（感染症対策の
ため原則電話相談）申事前に電話で問合先へ
（相談内容によっては有料となることもあり
ます）問税理士会栃木支部☎（24）4861

「海浜ものづくり」参加者募集
時２月 13日（土）・14日（日）場とちぎ海
浜自然の家（茨城県鉾田市）対 3 歳以上の
栃木県民定 100 人（申込先着順）内ものづ
くり（流木を使った創作活動、サンドブラス
ト、ちぎり絵掛け軸づくり）。科学工作（プ
ラネタリウムづくり、万華鏡づくりなど）。
栃木県子ども総合科学館職員によるサイエ
ンスショー申 1 月 6 日（水）までに問合先
へ。問とちぎ海浜自然の家　☎０２９１-37-
４００４

「かっぽれ踊り」「小唄」教室
内江戸からの伝統芸能である幇

ほうかん
間（太鼓持

ち）が踊るかっぽれ踊りや小唄（春日流）を
習いませんか。指導者 : かっぽれ踊り 幇間　
桜
さくらがわ
川米

よねしち
七師匠、小唄　赤

あかさか
坂理

り か こ
花子師匠（春

日とよ艶
つやこはな
子花） 対どなたでも 申問合先へ電

話にて 問小江戸とちぎ会（青木）☎ 090-
3044-6229

いつここ就活講座
時 1 月 19日（火） 適職検査・1月 21日（木） 
履歴書面接対策場キョクトウとちぎ蔵の街楽
習館　会議室 4 対 15 歳～ 49歳の現在求職
中の方定 5 人（先着順）費無料申年 1月 13
日（水）までに問合先へ電話にて問とちぎ
県南若者サポートステーション☎ 0285-25-
7002

栃木市チャレンジ母親クラブ会員募集－みん
なで一緒に子育てしましょう－
対 0 ～ 12歳（小学生まで）の子どもと母親
他内親子および母親同士の親睦・交流活動 /
世代間の交流活動 /子育てに関する研修活動
/児童の事故防止活動定 40 組（先着順）
費大人の入会金 1000円（保険料を含む）+
子供の保険料 1人 100 円※行事により実費
あり申 2 月 1 日（月）～いまいずみ児童館
にある申込用紙に代金を添えて窓口へ問栃木
市チャレンジ母親クラブ（いまいずみ児童館
内）　☎（27）5322

法定相続人は誰︖法定相続情報証明制度
　これまで相続の手続きでは、亡くなった方
の戸除籍謄本の束を相続手続きの各窓口毎に
何度も提出する必要がありました。相続人の
負担軽減のため、法務局では「法定相続情報
証明制度」を開始しています。これは、戸籍
などの書類をもとに法定相続人が誰であるか
を法務局が確認し、戸籍謄本等に代わる証明
書を無料で発行するものです。この証明書は、
相続登記のほか、金融機関、税務所での申告
など、様々な相続手続きで使用できます。詳
しくは法務局ホームページへ。問宇都宮地方
法務局栃木支局　☎（２２）１５５３

令和３年度栃木県地球温暖化防止活動推進員募集
時任期：３年４月１日～令和５年３月 31日
対令和３（2021）年４月１日現在 18歳以
上の県内在住の方で、地球温暖化対策のため
の活動に熱意と識見を有し、地域で活動でき
る方申推進員応募のためには研修会への参加
が必須です。下記アドレスに掲載の研修会参
加申込書に必要事項を記入のうえ、栃木県地
球温暖化防止活動推進センター宛てお申し込

みください。http://www.
pref.tochigi.lg.jp/d02/
suisinninnpe-ji.html 問 栃
木県地球温暖化防止活動
推進センター☎ 028-673-
9101

栃木税務署非常勤職員募集
時期間：1月上旬から 3月下旬、9時から
17時のうち数時間場勤務地：栃木商工会議
所または栃木税務署内①確定申告会場でのパ
ソコン操作補助②データ入力、書類整理、窓
口業務問栃木税務署☎（22）0885（自動音
声案内で「2」を選択）

県立県南産業技術専門校 募集情報
技能講習受講者募集
時 A:「機械加工基礎」２月２日（火）・3日
（水）9時～ 16時、B:「ガス溶接技能講習②」
2月 17 日（水）・18 日（木）9時～ 17 時
場栃木県立県南産業技術専門校（足利市多田
木町） 定 A：10人、B:20 人（先着順）費 A：
3,580 円、B：5,040 円（栃木県収入証紙にて
支払い） 申開講日の 10日前までに問合先へ
訓練生募集（４月入校）
時 C:「CAD基礎科」（３か月）、D:「機械加
工科」（６か月）、Ｅ：「ＮＣ機械科」（６か月）、
Ｆ：板金溶接科（６か月）、Ｇ：「電気設備課」（１
年）場栃木県立県南産業技術専門校（足利市
多田木町） 定 C・E：10人、D・F:5 人、Ｇ：
１５人費受講料無料（実費負担あり） 申求職
登録をしている方は、ハローワークを通して
申し込み。選考日：３月１７日（水）
問栃木県立県南産業技術専門校 ☎ 0284-
91-0803

栃木県立博物館　1 月の行事
企画展　ちょっとディープな日光の自然ガイド
時１月１６日（土）～３月２８日（日）内栃
木県が誇る自然観光地・日光。その自然につ
いて、基礎知識からマニアック情報まで紹介。
特別展示　令和の御

ごたいれい

大礼～悠
ゆ き

紀地方に選ばれ
た栃木～
時１月２３日（土）～２月２３日（火）内大
嘗祭における悠紀地方の歴史的な役割を紹介
県博デー
時１月１７日 ( 日 ) 内百人一首読み札ぬり絵
／クイズにチャレンジ／宇都宮大学マンドリ
ンクラブコンサート／キッズツアー「オス？
メス？どっち？」／学芸員とっておき講座
場栃木県立博物館（宇都宮市睦町）費入館料
のみ問栃木県立博物館☎ 028-634-1312
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朝ドラ脚本の八津弘幸さんが
栃木市長を表敬訪問

　市内藤岡地域出身の脚本家で、栃木市ふるさと大
使の八津弘幸さんが、１１月２４日に栃木市長を表
敬訪問されました。八津さんはこれまでにも「半沢
直樹」や「下町ロケット」など、数多くの人気ドラマ
の脚本を手掛けています。この日は、１１月３０日放
送開始のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おちょやん」
のポスターを大川市長に手渡し、「大変な時代ですが、
朝から『おちょやん』を観て、少しでも元気な気持ちを
お届けできれば嬉しい」とお話してくださいました。

テーマは「平和と友情」
交流のちょうちんのあかり

　１１月１４日～２１日の期間、市内を流れる巴波
川の常盤橋から倭橋の間を、約４００個のちょうち
んあかりが彩りました。これは、栃木青年会議所が
企画し、留学生をはじめとする市内在住の外国人の
皆さんが「平和と友情」をテーマに絵付けをしたちょ
うちんです。
　ちょうちんが照らし出す様々な色のあかりが水面
に映る幻想的な光景を、訪れた多くの人が楽しみま
した。

全国の女性首長が
オンライン会議で一堂に！

　全国の女性首長らによる「第２回女性首長による
びじょんネットワーク」が 11月 21日に開催され
ました。大川市長は、地方発ビジネスの分科会に参
加し、市で開催する「蔵の街とちぎビジネスプラン
コンテスト」にて、若者や女性の受賞者に奨励金な
どの支援を行っている事例をＰＲしました。
　会議当日の模様は、びじょんネットワークのホー
ムページにてご覧いただけます。
https://www.bijonet.tokyo/

大川市長のほか、小池都知事など全国の女性首長などが参加しました 巴波川を優しく照らし出す提灯のあかり「おちょやん」のポスターを手に八津さんととち介


