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＝日時／時間　 ＝場所　 ＝対
象　 ＝内容　 ＝講師　 ＝担当
医師　 ＝費用　 ＝定員　 ＝申
込・問合せ　 ＝主催　 ＝後援
詳細は各団体等に問い合わせください。

　シルバー人材センター入会説明会
１月 24 日（木）13 時 30 分～ 栃

木保健福祉センター（今泉町２丁目）
市内在住で働く意欲のある 60 歳以上
の方 問い合わせはお住まいの地域の
事 業 所へ。栃 木事務局☎ 23‐4165
▽藤岡事業所☎ 62‐1534 ▽都賀事
業所☎ 27‐8812 ▽大平事業所☎ 43
‐0155 ▽西方事業所☎ 92‐8390 ※
除草・塗装のできる方大募集（経験者、
興味のある方は参加ください※植木手入
れ・除草・草刈・家事援助等の仕事を
割安な料金でお受けしています。）

シルバー人材センター刃物研ぎ
１月16 日（水）９時～ 12 時（申込

みは 12 時まで）※雨天中止 蔵の街
広場（万町） 包丁類 300 円～、刈込
はさみ 500 円～、修理 100 円～ シ
ルバー人材センター栃木事務局☎ 23‐
4165

幼児安全法短期講習会受講者募集
１月 28 日（月）10 時～ 12 時 藤

岡保健福祉センター（藤岡町赤麻／渡
良瀬の里となり） ０～３歳までの子ど
もの保護者 20 人（先着順） 小さい子
どもの不慮の事故は身近な場所で起こ
り、予測がつかないことがあります。い
ざという時、あわてずしっかりと処置が
できるよう基本的な救急法などを学ぶ
とともに、保護者同士の交流を図るこ
とを目的として開催します 無料 受
付中　社会福祉協議会藤岡支所☎ 62
‐5861

栃木市民活動推進事業「とちぎ夢ファー
レ」日立栃木理科クラブ「科学となかよ
しに・モノづくり教室」

１月 26 日（土）ラーメンカップでホー
バークラフトをつくろう、２月９日（土）
静電気モーターで遊ぼう、23 日（土）
炭・活性炭と塩水で電池をつくろう、３
月９日（土）紙コップＵＦＯを飛ばして
遊ぼう、23 日（土）万華鏡をつくろう、
各日ともに第１回目９時～ 10 時 20 分、
第２回目 11 時～ 12 時 20 分 日立栃

木理科クラブ（東武線新大平下駅東口
駅前・駐車場あり） 第２・第４土曜日
９時～１２時受付、日立栃木理科クラブ
☎ 43‐0941

栃木しもつかれんフォーラム
栃木郷土料理、しもつかれの試食交流
会です。
○しもつかれ作り講座

２月２日（土）13 時 30 分～16 時 
25 人（先着順）※エプロン、三角巾、
持ち帰り容器、スリッパをお持ちくださ
い
○しもつかれの試食交流会

２月３日（日）13 時 30 分～15 時 30
分 50 人（先着順）※マイ箸、マイ皿
をお持ちください（腕自慢のしもつかれ
提供者も大募集中）
★共通事項　 大宮公民館（大宮町）

500 円 しもつかれん（くらら内）
☎ 20‐7131

栃木市母親くらぶ　ゆ・る・く　新春
だよ！集まれ～！おもちつき大会

１月14 日（月・祝）10 時 30 分～ 13
時 おもちつき・とん汁・昔遊びなど、 
盛りだくさん。うすでついたおもちはお
いしいよ！ １家族 500 円 母親クラ
ブゆるく／渡辺☎ 22‐7062

篆刻（てんこく）教室会員募集
毎月第 2・4 木曜日９時 30 分～ 11

時 30 分 大平公民館（大平町蔵井）
知人友人におくる絵手紙・水彩画・日

本画・書道・水墨画等の自号（雅号）印
を彫ってみませんか。必要なものは来
場時にお知らせ 会費は無料 篆刻
教室／川島☎ 43‐5000 ／上原☎ 43‐
8451 ／三浦☎ 44‐0124

初歩のデジカメ講座「蔵の街を撮ろう」
２月２日（ 土 ）13 時 30 分～ 16 時

30 分 小山高専サテライト・キャンパ
ス（倭町） 中学生以上６人 初心者
を対象に、蔵の街を撮影しながらデジ
カメの基礎を学ぶ 無料 １月 25 日

（金）まで（メールまたは FAX で、希望
講座名、住所、氏名、フリガナ、年齢
を記入）小山工業高等専門学校講座
イベント申込窓口☎ 0285‐20‐2197
／ FAX0285‐20‐2880 ／ メ ー ル
kouza@oyama-ct.ac.jp

インターネット安全教室開催
１月 26 日（土）13 時 30 分～ 15 時

30 分※開場 13 時 栃木公民館（日ノ
出町） 70 人 インターネットを安心
安全に使うための知識を習得しましょ
う！県警本部サイバー犯罪担当者も参
加。その他・クイズ学習・質疑応答など。
当日の CD を配布 ＮＰＯ法人栃木県
シニアセンター 教育委員会生涯学習
課☎ 21‐2732 ／ＦＡＸ 23‐7059

平成 26 年 1 月から、記帳・帳簿等の
保存制度の対象者が拡大されます
　 個人の白色申告者のうち前々年分あ
るいは前年分の事業所得、不動産所得
又は山林所得の合計額が 300 万円を
超える方に必要とされていた記帳と帳簿
書類の保存が、これらの所得を生ずべ
き業務を行う全ての方（所得税の申告
の必要がない方を含む）について、平
成 26 年1月から同様に必要となります。
詳細は国税庁ホームページ http://www.
nta.go.jp へ 栃木税務署個人課税部
門☎ 22‐0885 ※自動音声２

学悠館高校学校説明会
１月 30 日（水）14 時～ 14 時 20 分

受付 募集＝定時制課程午前の部（普
通科 80 人）、午後の部（普通科 80 人）、
夜間の部（普通科 40 人、商業科 40 人）、
通信制課程 450 人※転入・編入学、定
時制課程 60 人（普通科・商業科）、通
信課程総定員の範囲内 前日までにＦ
ＡＸか電話で県立学悠館高校／大塚☎
20‐7073 ／ FAX24‐9299

たき火のつどい
２月９日・23 日（土）９時～ 12 時 

太平少年自然の家（平井町） 県内の
３歳以上の子どもを含む６人以内の親
子や保護者 各回抽選 13 グループ（50
人程度） 山で落ち葉や枯れ枝を集め
て、焼き芋やマシュマロ焼きなどをしな
がら、たき火を楽しむ。参加者には詳
しい案内を送ります １人 200 円 ９
日…１月７日～１月 21日、23 日…２月１
日～２月12 日ハガキかＦＡＸで※期間内
必着太平少年自然の家☎ 24‐8551 ／
FAX24‐8569

中小企業組合設立支援のお知らせ
　中小企業団体中央会では、４人（社）
から設立できる協同組合・企業組合の
設立運営の支援をしています。また、
一般社団法人やＮＰＯの設立運営支援
も行っていますので、相談ください。

市内中小企業者 県中小企業団体中
央会☎ 028‐635‐2300

大学生等の保護者のための就職ガイダ
ンス

第１回２月15 日（金）、第２回２月19
日（火）13 時 30 分～ 15 時（ガイダン
ス）、15 時～ 16 時（個別相談） 第１
回…県庁東館（宇都宮市塙田）、第２回
…小山庁舎（小山市犬塚） 県内在住
の大学生等の保護者 100 人（先着順）

県内の雇用情勢・就職支援事業の説
明や大学生の就職状況、県内中小企業
の情報提供などを行います。また、個
別相談も実施しますので、申込の際に
希望をお知らせください（各回 20 人程
度） １月15 日（火）～※受付 13 時
30 分～ 17 時県労働政策課☎ 028‐

623‐3224

いきいきチャレンジ
２月２日（土）～３日（日） とちぎ海

浜自然の家（茨城県鉾田市玉田） 県
民の大人 50 人 海産物調理（干物・マ
リネなど）、塩づくり・つぼ焼き芋、ふ
れあいタイム（交流活動）ほか 6,000
円 １月７日（月）まで※はがき、ファッ
クスまたは電 話で、事業名、郵便番
号、住所、電話番号、代表者および全
参加希望者の氏名・年齢（性別）を記
入し、とちぎ海浜自然の家☎ 0291‐37
‐4004 ／ FAX0291‐37‐4008

自殺対策フォーラム
１月 31 日（木）15 時～ 17 時 小

山庁舎（小山市犬塚） どなたでも 80
人 テーマ：『「うつ」とメンタルヘルス
～早く気づいてみんなで支えよう～』
坂元薫氏（東京女子医科大学神経精神
科教授） 無料 １月 24 日（木）ま
で県南健康福祉センター健康支援課☎
0285‐22‐6192

天体観望会
１月12 日・19 日（土）19 時～ 21 時
太平少年自然の家（平井町） どな

たでも 大型望遠鏡で冬の星座や木星
等を観望。懐中電灯を準備ください。
駐車場は、入口にて職員が案内します。
※当日、天候が悪い場合（星が見えな
い状態）は中止。17 時以降に問合先
へ 無料 太平少年自然の家☎ 24
‐8551

税理士による確定申告無料相談
　各税理士事務所で、所得税の確定申
告に関する相談を無料で行います。最
寄りの税理士事務所へ事前に電話で申
し込みください。※相談内容によっては
料金がかかることもありますので、確認
ください。 ２月６日（水） 各税理士
事務所 受付９時 30 分～ 16 時各税
理士事務所へ

新卒者等就職応援　weeks　in うつの
みや

２月４日（月）～１５日（金）10 時
～ 16 時 とちぎジョブモール（宇
都宮市駅前通り） 大学等卒業予定
者、卒業後３年以内の未就職者 ▽
臨床心理士による面接メンタルトレー
ニング（10 人）▽企業面接会・企業
見学会（各企業による） メンタルト
レーニング（とちぎジョブモール）☎
028 ‐ 623 ‐ 3226、 企 業 面 接 会・
企業見学会（宇都宮新卒応援ハロー
ワーク）☎ 028 ‐ 678 ‐ 8311 ※面
接参加者は、事前に宇都宮新卒応援ハ
ローワーク等にて紹介状の交付が必要
です。


