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最低賃金が時間額882円になりました︕
　令和3年10月1日より栃木県最低賃金が、
時間額882円になりました。栃木県の区域
内の事業場で働くすべての労働者とその使用
者に適用されます。一般労働者はもちろん、
臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定の産業には、特定最低賃金が定め
られています。問栃木労働局労働基準部賃金
室☎028-634-9109

秋の太平山健康ハイキング
時１０月３１日（日）　9時開始、12時解散
予定（小雨決行）場集合・解散 大中寺駐車場
（大平町西山田）定 50人（申込先着順）内
大中寺→太平山神社→太平山奥の院→山頂→
ぐみの木峠→大中寺費 1人100円（保険料・
当日徴収）申問合先へ電話にて。当日現地で
の受付は無し。持ち物：飲み物・軍手・軽い
雨具など問栃木市大平レクリエーション協会
（熊

くまがい
谷）☎（43）５４７３

栃木県立博物館　１１月の行事
木と木の実の考古学
～縄文時代の低湿地遺跡と植物の利用～
時 11月 23日（火）まで内県の低湿地遺跡
として有名な小山市寺野東遺跡、鹿沼市明神
前遺跡などの出土品を中心に、木や木の実な
どを最大限に活用した縄文人のくらしを紹介
クビアカツヤカミキリ～話題の害虫まるわかり～
時 1月 23日（日）まで内形態や生態から
栃木県での分布拡大や被害までを解説
県博デー
時１１月２１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
「マロニエウインドオーケストラ」／キッズ
ツアー「ムシと武士」／学芸員とっておき講
座「ちょっとディープな日光の地形地質ガイ
ド」
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

シルバー人材センター入会説明会
時①11月8日（月）②11月9日（火）③
11月10日（水）／各日13時30分～場①
北部事業所〔西方さくらホーム内〕 （西方町
金崎）、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内〕
（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。※入会を希望する方は必ず入会
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☎（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（入舟町）：11月
17日（水） 9 時～12時（受付は11時30 分
まで）②都賀町公民館：11月24日（水） 9 時
30 分～12時（受付は11時30 分まで）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

第44回岩舟地区ゴルフ大会
時 12月8日（水）8時スタート場桃里カン
トリークラブ（岩舟町小野寺）対市内在住・
在勤の方定 80人（先着順）費プレー費1万
円（キャディ・昼食付）・参加料2千円（両費
用は当日清算）内新ペリア、３オバーカット、
ハーフ集計。清算時に参加賞・商品受け取り
申 11月1日（月）～19日（金）申込書に必
要事項を記入の上問合先へ（感染症の観点か
ら1組3名以上で申し込みください）問岩舟
公民館☎（55）２５００

「開運︕海浜初日の出」参加者募集
時 12月31日（金）～1月1日（土）場と
ちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）対栃木県
に在住の方定 150人費大人6,900 円、高
校生 5,200 円、中学生 4,300 円、小学
生4,100 円、3歳以上 3,250 円、3歳未
満300円内初日の出鑑賞、たこづくり、門
松づくり、正月遊び、もちつき体験　ほか申
11月15日（月）まで問とちぎ海浜自然の家　
☎0291-37-4004 

リスクマネジメントセミナー
時 11月11日（木）～12日（金）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）対勤労者の方定 20
人費 8,500円内新製品開発や製品システム、
工場管理の改善におけるリスクマネジメントシ
ステムの構築をめざして、リスクを低減する具
体的な手法を習得します。申 10月29日（金）
までに、ホームページに掲載の申込書に必要
事項を記入のうえ、問合先にFAX 問栃木職
業能力開発促進センター訓練課　☎ 028-
621-0689

公共職業訓練12月開講コース
時 12月1日（水）～令和4年5月30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
クに求職相談をしている方で、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（テキスト代実費）内 6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 11月2日（火）までに住
所地を管轄するお近くのハローワークへ（事
前にハローワークで求職登録をする必要があ
ります）問栃木職業能力開発促進センター訓
練課　☎028-621-0689

とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金
対大学3年生、大学院修士1年生、短期大
学1年生、高等専門学校4年生定 40人内
県内の製造業、卸売業・小売業、情報通信業、
宿泊業に就職する大学生等の奨学金返還を
最大150万円助成します。現在、対象学生
を募集しています。申 12月3日（金）まで
に栃木県電子申請システムから申請。詳細は
県ホームページへ。問栃木県労働政策課☎
028-623-3224

とちぎ材の家づくり支援事業
対県産木材を一定量以上使用して新築・増
改築を行う住宅（補助金交付に条件あり）内
補助金額：県産木材の使用量に応じて10～
40万円（新築）、5～15万円（増改築）伝
統工芸品等使用で上乗せ補助あり申栃木県
木材業協同組合連合会へ。詳細は栃木県
ホームページを「とちぎ材の家づ
くり」で検索問栃木県環境森林部
林業木材産業課☎ 028（623）
3277

11月は個人事業税第二期分の納期
１１月は、令和２（2020）年中に個人で事業
を営んでいた方の第二期分の納期です。納期
限は、１１月３０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
期分の納付書は、第一期分と併せて８月に発
送しました。紛失などの場合は、問合先へ。
問栃木県栃木県税事務所 ☎（23）3414

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　

宇宙科学の
スペシャルサイエンススクール 12.25（土）

とちぎ岩下の新生姜ホール
（栃木文化会館）講演「はやぶさ２」の挑戦

昨年１２月、世界が注目した「はやぶさ２」の地
球への帰還。そのミッションマネージャを務める、
吉川真氏の貴重な講演。
 プロジェクトが大成功した秘密や最新の宇宙科学
のお話が満載です！

時間　14時～16時　　　会場　大ホール
対象　市内在住の方
定員　500人（往復はがきにて抽選）
申込　 往復はがきに下記の必要事項を記入のうえ、

11月19日（金）必着で投函。

吉川　真 氏
国立研究開発法人

宇宙航空研究開発機構 准教授
栃木市ふるさと大使

宇宙科学
スペシャルサイエンススクール
講演

晴れた夜に、月のクレーターや土星の環を見てみよう！
会場　大会議室
時間　①10時～11時20分
　　　②12時20分～13時40分
対象　市内在住の小学３～6年生
費用　600円（当日徴収）　
定員　各回12人（抽選制）
申込　11月8日（月）～19日（金）の期間に、生涯学習課
　　　（☎２１－２４８９）まで。抽選結果は12月上旬に通知。

「すばる天文同好会」太陽観望会
　天体望遠鏡に特殊フィルムを装着し、太陽の様子を観察。黒
点やプロミネンスが見られるかは乞うご期待。
時間　10時～13時50分・入場自由

展示コーナー
星空の写真やはやぶさの模型などを展示。美しい星空写真が、
皆さんを宇宙の旅へとお連れします。
時間　10時～13時50分・入場自由

栃木図書館コーナー
宇宙に関する本の紹介。宇宙の魅力満載です。

時間　11時～13時50分・入場自由

子ども科学工作教室（講師　日立栃木理科クラブ）
天体望遠鏡をつくろう！

〒□□□-□□□□

　　代表者の
　　・郵便番号
　　・住所
　　・名前

①代表者の名前（ふりがな）
住所・電話番号
②名前（ふりがな）
住所・電話番号
③名前（ふりがな）
住所・電話番号
④名前（ふりがな）
住所・電話番号

63

〒328-8686

栃木市万町9-25
生涯学習課青少年係

〈空欄〉
※ 何も記入しないでく
ださい。抽選結果等
を印刷して返送しま
す。

63

往信用表面 返信用うら面

往信用うら面返信用うら面

＊ 抽選結果は 12
月上旬に返信ハ
ガキにて通知し
ます。
＊ 1回に4名まで
申込可

＊ 代表者と同じ住
所・電話番号の
場合、代表者以
外はお名前のみ
記入してくださ
い。

※ 感染症拡大の状況により、オンライ
ン講演などの内容変更や、中止の場
合があります。

※ 講演の模様は栃木ケーブルテレビに
て、令和4年1月10日（月）に
放送予定。

問合先　生涯学習課　☎ (21)2489


