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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

國栃☆夏休み応援講座
時 7 月 27 日（火）・28 日（水）・29 日
（木）各日10時 15分～ 12時対①小学生
②中学生③小・中学生内①楽器に親しもう♪
-いろいろな楽器の体験②理科の実験講座・
実験レポートの書き方 -卵の鮮度を調べる③
袋物を作ろう！ -エコバックを作る定①20
人②20人③8人費①100円②500円③
300円申 7月 26日 12時までに、國学院
栃木短期大学ホームページから申込み問國学
院栃木短期大学☎（22）5511

毎月勤労統計調査　特別調査のお願い
厚生労働省では、本年７月31日現在で、

毎月勤労統計調査特別調査を実施します。こ
の調査は、１～４人の常用労働者を雇用する
小規模事業所における賃金、労働時間及び雇
用の実態について全国及び都道府県別に明ら
かにすることを目的に実施しており、調査結
果は、小規模事業所の実態を示す資料として
最低賃金の改定審議等に使用されています。
栃木市では指定された一部の地域が対象とな
り、調査対象となる事業所には、８月から９
月にかけて統計調査員が訪問いたします。調
査票に書かれた内容は、「統計法」により厳し
く秘密が守られます。また、統計以外の目的
に用いることも固く禁じられています。ご多
忙のこととは存じますが、調査の重要性をご
理解いただき、調査にご回答いただきますよ
うお願いいたします。時８月から９月対常用
労働者を１～４人雇用している事業所（栃木
市では一部の地域）問栃木県県民生活部統計
課☎028-623-2246

文化庁事業　第６回　夏休みおこと教室
時 8 月 11 日（水）～ 16 日（月）13 時
～ 17時場家中小学校体育館（都賀町家中）
費無料定 10 人内お箏と着付（ゆかた）の
体験申問合先へメールにて問邦楽教育を支援
する箏の音会（荒金）✉ senijyu@yahoo.
co.jp

個人事業税の納税について
８月は、令和２（２０２０）年中に個人

で事業を営まれていた方に、個人事業税が課
税されます。第一期分の納期限は、８月３１
日（火）ですので、最寄りの金融機関等で納
付してください。なお、第二期分の納付書も
第一期分と併せて発送しますので、ご留意く
ださい。問栃木県 栃木県税事務所　個人事
業税担当☎（23）3414

公共職業訓練9月開講コース募集中
時 9 月 1 日（水）～令和 4年 2 月 28 日
（月）場栃木職業能力開発促進センター「ポ
リテクセンター栃木」（宇都宮市若草）対ハ
ローワークに求職登録をしている方で、スキ
ルを身に着けて就職することを希望する方定
CAD機械加工技術科15人、テクニカルメ
タルワーク科15人、電気設備技術科15人
費受講無料（テキスト代は各人で負担いただ
きます。また、作業着をご用意いただきます。）
内 6か月または7か月の訓練を受けて、就
職のために有利なスキルを身につけます。申
8月 10日（火）までに住所地を管轄するお

近くのハローワークへ問栃木職業能力開発促
進センター訓練課☎028-621-0689

令和3年度　精神保健専門研修のご案内
アルコールの問題を抱える当事者や家族

の身近な支援者等がアルコールと自殺の関連
について理解を深め、適切な対応や支援につ
なげることを目的に研修会を開催します。時
9月 7日（火） 14時 30分～16時（受付
は14時～）場栃木県栃木健康福祉センター　
大会議室A・B（神田町／下都賀庁舎2階）
対栃木市と壬生町の相談支援事業所職員、居
宅介護支援事業所職員、訪問看護事業所職員、
地域包括支援センター職員、市町職員、産業
保健活動にかかわる職員（産業保健師・看護
師、衛生管理者等）定 40人程度費なし内講
話「アルコールと自殺の関係～身近な支援者
が出来ること～」、講師：認知症疾患医療セ
ンター長　衛藤　進吉　氏申8月24日（火）
までに、電話にて問合先へ問栃木県栃木健康
福祉センター☎（22）4121

英会話講座受講生募集
時①初級英会話（昼間）：9月 7日（火）～
全 20 回（毎週火曜日）10 時～ 11 時 30
分②初級英会話（夜間）：9月 7日（火）～
全 20 回（毎週火曜日）18 時 30 分～ 20
時③中級英会話（夜間）：9月10日（金）～
全 20 回（毎週金曜日）19 時～ 20 時 30
分場キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（市民
交流センター）（入舟町）対高校生以上（市
外の方も可）定各講座 15 人費協会会員：
２０，０００円　非会員：２４，０００円　別
途テキスト代※申込時に協会会員になること
も可（年会費個人２，０００円、家族会員３，
０００円）内都合により中止や内容が変更に
なる場合があります申8月2日（月）9時～（先
着順）問栃木市国際交流協会☎（25）3792

令和３年度統計グラフ栃木県コンクール作品募集
　統計グラフの作品を募集します。対県内の
小学生、中学生、高校生、大学生、一般内応
募要項：課題は自由（ただし、小学４年生以
下の児童の応募については、児童が自ら観察
又は調査した結果をグラフにしたもの）／用
紙の大きさはＢ２判（72.8㎝× 51.5㎝）／
紙質、色彩は自由（裏面の板張り（パネル仕
上げ）、表面のセロハンカバーなどは不可）／
応募点数は１人で何点でも可。ただし、２枚
以上にわたる「シリーズもの」は不可。／合
作の人数は１作品について、５人以内。詳し
くは、栃木県統計課のホームページをご覧く
ださい。申９月 10 日（金）必着で問合先
（320-8501宇都宮市塙田1-1-20）へ問栃
木県県民生活部統計課☎028-623-2242

『陶芸体験』やってみよう陶活︕︕
　粘土をこねて、世界に一つだけの自分にし
か出来ない作品を作ってみませんか？自分の
手で作り出した物を、そのまま自分で使える
魅力を味わいましょう。時①9月13日（月）
②14日（火）③28日（火）④29日（水）
⑤10月 11日（月）⑥  12日（火）⑦  25
日（月）⑧26日（火）⑨  11月 9日（火）
⑩10日（水）⑪12月3日（金）⑫7日（火）
⑬8日（水）⑭13日（月）【全14回】⑪、
⑭…10時～ 12時、それ以外の日…10時
～16時場大平ふるさとふれあい館（陶芸室）
対市内在住の方※14回すべてに参加できる
方定 8人（先着順）費 500円（当日）内土
の感触を味わいながら、湯呑・小鉢・小皿の
器作り申 8月 2日（月）受付開始問栃木市
社会福祉協議会大平支所☎（43）0294

「めざせ︕釣り名人」参加者募集
時 9 月 25日（土）～ 26日（日）場とち
ぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）対栃木県
に在住の方（参加者すべて小学4年生以上）
定 80 人費大人 6,700 円　高校生 4,900
円　中学生4,000円　小学生3,800円内
玉田海岸での海釣り・涸沼でのハゼ釣り体験
申 8月 16日（月）まで問とちぎ海浜自然
の家☎0291-37-4004 

県南産業技術専門校　障害者向け職業訓練
時 10 月 1 日（金）～ 11 月 30 日（火）
対精神・身体障害をもつ者内訓練科：パソコ
ン事務科費授業料無料定５人申　ハローワー
ク（公共職業安定所）窓口で８月31日（火）
までに申し込み。その他、事業所で実習を行
う職業訓練の希望者を随時募集中問栃木県立
県南産業技術専門校☎0284-91-0803

路傍の石作品コンクール感想文・感想画募集
対小学生以上 20歳未満の方内募集内容：山
本有三作品並びに編集作品・路傍の石文学賞受
賞者の作品〇感想文：400字詰め原稿用紙2
～ 5枚〇感想画：6つ切又は S字画用紙、表
彰式：令和 4年 1月 8日（土）　とちぎ岩下
の新生姜ホール（栃木文化会館）展示室申 10
月 17日（日）～23日（土）までに問合せ先
へ問山本有三ふるさと記念館☎（22）8805

預けて安心︕自筆証書遺言書の保管制度
　自筆で作成した遺言書の保管に不安はあり
ませんか？あなたの大切な遺言書を法務局
が守ります。そのメリットは！①相続人等
に遺言書が発見されなかったり、紛失・亡
失のおそれがありません。②利害関係者に
よる遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防げま
す。③相続開始後、家庭裁判所の検認が不要
です。本制度の詳細は、法務省ＨＰをご覧く
ださい。http://www.moj.go.jp/MINJI/
minji03_00051.html 問宇都宮地方法務
局栃木支局☎（22）1068

法定相続人は誰︖「法定相続情報証明制度」
　相続手続では、お亡くなりになられた方の
戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各
種窓口に何度も出し直す必要があります。そ
こで、相続人の負担を軽減するため、戸籍な
どの書類を基に法定相続人が誰であるのかを
法務局が確認し、戸籍謄本等に代わる公的証
明書を無料で発行する「法定相続情報証明制
度」を開始しています。この証明書は、相続
登記はもちろんのこと、金融機関における預
貯金の払戻し、税務署での相続税の申告や年
金事務所における遺族年金等の請求手続等、
様々な相続手続にご利用いただけます。詳し
くは法務局ホームページをご覧ください。問
宇都宮地方法務局栃木 支局☎（22）1553

栃木県運営適正化委員会からのお知らせ
　栃木県運営適正化委員会（宇都宮市若草 
とちぎ福祉プラザ内）は、福祉サービスに関
する利用者や家族等からの苦情や相談を適切
に解決するため、助言・相談・調査・あっせん・
知事への通知等を行います。相談は電話や来
所の他、文書やメールでも受け付けています。
秘密は厳守します。時相談時間：月曜日から
金曜日の9時～ 16時費相談料等全て無料
申来所の際は事前にお電話ください。問栃木
県運営適正化委員会☎028-622-2941

シルバー人材センター入会説明会
時① 8 月 10 日（火） ②８月 11 日（水）
③８月12日（木）  各日 13時 30分～場
①北部事業所　栃木市西方さくらホーム （西
方町）・大平連絡所（大平町西野田） ②栃木
センター　キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
（入舟町） ・ 岩舟連絡所（岩舟町下津原）③
南部事業所（藤岡町大前） 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（入会を希望の方は必ず入会説明
会にご参加ください）問栃木事務局☎（23）
4165 ／南部事業所☎（62）1534 ／北
部事業所☎（92）8390 ／大平連絡所☎
（43）0155／岩舟連絡所☎（55）8358

シルバー人材センター刃物研ぎ
時①８月18日（水）9時～12時②８月25
日（水）9時30分～12時 ※それぞれ申し込
みは11時30分まで場①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②南部事業所（藤岡町大前）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

「とちぎネットアンケート」協力者募集中︕
県では、県民の皆さんの意識やニーズを

把握し、県政に反映させるため、インターネッ
トを利用した県政に関するアンケートにご協
力いただける方を募集しています。多くの皆
さんのご応募をお待ちしています。対県内在
住の満16歳以上の方で、月 1回程度のア
ンケートにご協力いただける方申県ホーム
ページ「とちぎネットアンケート協力者募集」
（http://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/
pref/kouhou/iken/anke.html）の応募
フォームからお申し込みください。多くの皆
さんのご応募をお待ちしております。問栃木
県広報課☎028-623-2158

放送大学入学生募集
　放送大学では、2021年 10月入学生を
募集しています。10代から90代の幅広い
世代、約9万人の学生が大学を卒業したい、
学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んで
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：第1回が 8月 31日（火）まで、第2
回が 9月 14日（火）まで。問放送大学栃
木学習センター☎028-632-0572

栃木県立博物館　８月の行事
第130回企画展　鉱物と宝石の教室
時 7月 17日（土）～ 9月 23日（木）内
鉱物は、私たちの生活に深く関わっています。
特に、鉱物を加工してつくる宝石は、多くの
人を惹きつけます。展示では、多くの鉱物と
宝石を紹介します。
テーマ展　狩野派がいっぱい
時 7月 13日（火）～9月 5日（日）内館
蔵品を中心とした狩野派の作品を紹介します
奥羽再仕置430周年記念　徳川家康が下野
にやってきた
時 7月 13日（火）～9月 5日（日）内東
北の反乱鎮圧（奥羽再仕置）のため、下野を
通過した家康。知られざる下野との関わりを
資料からたどります
山からの贈り物～栃木の山村生活誌～
時 7月 13日（火）～ 9月 23日（木）内
広い田畑を開けない山間部で、人々がどのよ
うに暮らしを立ててきたのかを、木挽きや炭
焼き、狩猟など、地の利を生かした様々な山
仕事の道具を通じて、ご紹介します
クビアカツヤカミキリ～話題の害虫まるわかり～
時 7月 17日（土）～ 1月 23日（日）内
外来種クビアカツヤカミキリについて、形態
や生態から栃木県での分布拡大や被害までを
解説します
県博デー
時 8月 15日（日）内百人一首読み札ぬり
絵／クイズにチャレンジ／博物館コンサート
「壬生少年少女合唱団」／キッズツアー「お
まじないの世界」／学芸員とっておき講座
上記共通事項 場栃木県立博物館（宇都宮市
睦町）費入館料のみ（中学生以下無料）問栃
木県立博物館☎028-634-1312


