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  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　

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。

栃木税務署会場での確定申告には
「入場整理券」が必要です
　栃木税務署会場での確定申告については、
混雑緩和を図るため、会場への入場の際に、
入場できる時間枠が指定された「入場整理券」
が必要となります。入場整理券は、各会場で
当日配布しますが、オンラインで事前に発行
することもできます。入場整理券の配布状況
に応じて、後日の来場をお願いする場合もあ
ります。詳しくは国税庁ホームページをご覧
ください。問栃木税務署　☎ (22)0885

初市祭中止のお知らせ
　2月 13 日 ( 土 ) に開催予定の初市祭は、
新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止
となりました。
問藤岡町商工会☎（62）2006、藤岡産業振興
課☎（62）0907

シルバー人材センター入会説明会
時① 2 月 8 日（月）13 時 30 分～② 2 月
9 日（火）13 時 30 分～③ 2月 10 日（水）
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）※②の藤岡と岩舟、③
栃木と大平は同日開催対市内在住で働く意欲
のある 60歳以上の方申お住まいの地域の事
業所へ（※入会を希望される方は必ず説明会
に出席下さい）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

シルバー人材センター刃物研ぎ
時 2 月 10 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

シルバー人材センター北部事業所（都賀事業
所）移転のお知らせ
時３月１日（月）から場移転先：栃木市西方
さくらホーム　西方町金崎９－１（シルバー
人材センター西方連絡所）問シルバー人材セ
ンター栃木センター☎（23）4165
 ※都賀保健福祉センターから、シルバー人材セ
ンター西方連絡所が入居中の西方さくらホーム
へ移転いたします。３月１日以降は、都賀事業
所と西方連絡所を併せてシルバー
人材センター北部事業所となりま
す。詳しくは右のQRコードより
ホームページをご覧ください。

人工肛門・人工膀胱を保有している皆さんへ
　皮膚トラブル・補装具の不具合・入浴等、
日常生活の不安解消に役立つ講習会を実施し
ます。時２月１4日（日）１3時～１5時場
栃木第三地区コミュニティセンタ－ 大会議
室（境町／栃木市「くらら」２階） 内助言者：
皮膚・排泄ケア認定看護師２名費無料定 20
人申電話にて問合先へ問栃木県オストミー協
会（岩田）☎ 0284（43）0144

 いつここ就活講座を開催します
時 2 月 16 日（火）・18 日（木）場　キョ
クトウとちぎ蔵の街楽習館　会議室 4（入舟
町）対 15 歳～ 49歳の現在求職中の方定 5
人費無料内 1 日目：適職検査　2日目：履
歴書面接対策申 2 月 8 日（月）までに、と
ちぎ県南若者サポートステーションまでお電
話でお申し込み下さい。問とちぎ県南若者サ
ポートステーション☎ 0285（25）7002

県南産業技術専門校　学校見学会
時 2 月 16 日（火）13 時 30 分～対令和 3
年 4月から始まる訓練科の入校を検討され
ている方（求職者等）内①産業技術専門校の
概要説明②訓練科の見学（各科担当指導員が
ご案内します）機械加工科、ＮＣ機械科、板
金溶接科（それぞれ 6か月コース）／電気
設備科（1年コース）／ＣＡＤ基礎科（3か
月コース）③質疑応答　その他：適性試験
問題（公開用）の閲覧が可能です。希望者
は当日職員まで。申事前予約不要。当日 13
時 30 分までに来校。（日時が合わない場合
は問合先へご連絡を。平日の学校見学も随時
受付中）問栃木県立県南産業技術専門校 ☎
0284（91）0803

 栃木共同高等産業技術学校　訓練生募集
対中学卒業以上の学力を有し、大工・工務店・
建築設計事務所等の建設関係事業所に勤務し
ている方、または、これから勤務を予定して
いる方で、雇用保険または建築業の一人親方
等の労災特別保険に加入している方／転職ま
たは再就職の準備のため認定職業訓練を受講
することを希望する方／職場で、リフォーム
やバリアフリー等に関する技術取得を希望す
る方／その他入学を希望する方
※詳細は問合先にお問い合わせください
申 3 月末日までに問合先へ問栃木共同高等
産業技術学校（休校日　日曜日・月曜日・祝
日）日ノ出町 16-6　☎・FAX（23）2129

放送大学 4 月生募集のお知らせ
　放送大学は、2021年 4月入学生を募集し
ています。テレビによる授業だけでなく、学
生は授業をインターネットで好きなときに受
講することもできます。心理学・福祉・経済・
歴史・文学・情報・自然科学など、約 300
の幅広い授業科目があり、１科目から学ぶこ
とができます。資料を無料で差し上げていま
すので、お気軽にご請求ください。申出願期
限は、第 1 回が 2 月 28 日（日）まで、第
2回が 3月 16日（火）まで問放送大学栃木
学習センター☎ 028-632-0572

多重債務相談窓口
　借金返済でお悩みの方、国の無料相談窓口
をご利用ください。ひとりで悩まず、まずは
お電話ください。時平日 8時 30分～ 17時
内電話または面談。必要に応じ弁護士紹介。
秘密厳守。問財務省関東財務局宇都宮財務事
務所　相談専用電話：☎ 028-633-6294 

■市ホームページ 有料バナー広告募集（令和３年４月～令和４年３月）
　市のトップページに掲載します。企業のＰＲに、ぜひご活用ください。
掲 載 料　１か月　１５，０００円　１２か月　１６５，０００円（一括前納の場合に限る）
掲載位置　トップページ下部（右図参照・掲載枠内の場所は選べません）
掲載規格　天地 50ピクセル×左右１７０ピクセル　容量 30KB以内　
　　　　　形式：GIF、JPG、PNG（アニメーションGIF は不可）
申 込　 ２月１日（月）～ 3月１日（月）の期間、所定の申込書にバナー画像図を添えて問合先まで提出。
　　　　                                                           　問 シティプロモーション課　☎（２１）２３１６

■令和３年度広報とちぎ 有料広告募集（令和３年5月号～令和４年4月号）
　発行部数 53,500 部、市内全域に配布される広報とちぎに広告を載せてみませんか？
申　　込　 申込書（市ホームページからダウンロードまたは問合先窓口へ）に広告原案を

添えて、２月１日（月）～ 3月１日（月）必着で、郵送または直接問合先へ。
申込み多数の場合次の優先順序で掲載。

　　　　　１　同一枠を 12号分一括申込み（枠サイズが大きいほうを優先）
　　　　　２　複数号分申込み（合計納付金額が多い方を優先）
　　　　　３　1号分申込み（枠サイズが大きい方を優先）
　　　  　＊それぞれ市内の事業所等を優先とし、同順位の場合抽選を行います。
　　　 　 ＊募集期間経過後に空きがある場合、後日追加募集を行います。
　　　 ※広告の内容等は、「広報とちぎ」広告掲載仕様書を厳守してください。
　　　　（市ホームページに掲載。詳しくは問合先へ）
　　　※白黒広告の掲載場所は指定できません
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問 シティプロモーション課　☎（２１）２３１８

平成２年４月に管理運用を開始してから３０年を記念して、記念カードと
記念フォルダーをご用意いたしました。配布場所は、国土交通省 利根川上流河川
事務所ホームページ (右のＱＲコードを参照）をご覧下さい。
配布は令和３年２月２日（火）から開始し、なくなり次第終了します。

　また、地元４市２町（茨城県古河市、栃木県栃木市、小山市、野木町、群馬県板倉町、埼玉県加須市）
の庁舎等において、渡良瀬貯水池３０年のパネル展示を令和３年２月より開催します。栃木市では、
「キョクトウとちぎ蔵の街楽習館」において２月２２日～３月１日の間、開催しますのでぜひお立
ち寄りください。

問 道路河川整備課　☎（２１）２７８５

渡良瀬貯水池（谷中湖）は、管理開始から３０年を迎えました。

ダムカードの見本


