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栃木県小山市

日本交響楽団　第 18回定期演
奏会  リクエストコンサートⅡ

小山市のコミュニティオーケストラ「日本
交響楽団」の演奏会。指揮・西口彰浩。
日時　6月19日（日）
　　　開場13時　開演14時
場所　小山市立文化センター 大ホール
　　　（小山市中央町）
料金　全席指定
　　　一般1,000円　高校生以下500円
問小山市立文化センター
　☎0285-22-9552

古河市（茨城県）

道の駅「まくらがの里こが」

地元古河の新鮮朝採れ野菜
やさまざまな地元名産品のほ
か、店内の窯で焼き上げるこだ
わりのパンは特に人気。フード
コートで食べられるボリューム

満点の「おったまげ天丼」にもぜひ、チャレン
ジしてみてください。
問道の駅まくらがの里こが（古河市大和田）　
☎0280-23-2661

加須市（埼玉県）

ねんきんサテライト加須

市外・県外どなたでも年
金の相談や請求手続き、国民年金と厚生年金
の届出などができます。ぜひご利用ください。
場所　加須市役所本庁舎2階（加須市三俣
二丁目）
受付時間　8時30分～17時 15分
　（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
※事前予約をお勧めします。
予約受付専用電話（☎0570-05-4890）
問熊谷年金事務所　☎048-522-5012

野木町（栃木県）

野木ブランドに３品が認定されました

【野木きらり】（720ml ／本　税込 2,200

円）　野木町産の米（とちぎの
星）を100%使用して作られ
た日本酒
【ホームメイド和梨のジャ
ム・キウイフルーツのジャム】　
（140g ／個　税込 648 円）
野木町産の無農薬または減農薬の果実を使用
して作られたジャム
問野木町産業振興課　☎0280-57-4153

板倉町（群馬県）

板倉町レンタサイクルセンター

　渡良瀬遊水地の周遊や板倉町探訪におすす
めです。
利用時間　９時～16時30分
料金　大人１日600 円、４時間以内 400
円／子ども１日300円、４時間以内200円
休館日　月・火曜日、祝日の翌日、年末年始
（月曜日が祝日の場合は火 ･水曜日が休館）
問板倉町わたらせ自然館
　☎0276-82-1935

第 51 回 おはようサイクリング
時５月１日～10月 2日までの毎週日曜日
6時～ 7時場集合：第二公園（旭町）対自
転車に乗れる方費年会費3,500円内第二公
園出発、目的地（約5km先）でラジオ体操
をして戻ってくるママチャリOKの健康プ
ログラム問栃木市サイクリング協会（萩原）
☎090-9979-9744

シルバー人材センター入会説明会
時① 5 月 9 日（月） ② 5 月 10 日（火）
13時 30分～ ③ 5月 11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。※入会を希望さ
れる方は必ず入会説明会にご出席下さい。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）：
5月18日（水） 9 時～12時（申込みは11
時30 分まで） ②北部事業所（西方連絡所）
（西方町金崎）5月25日（水） 9時30分～
12時（申込みは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

令和 4 年度ふれあい福祉作品展
ふれあい館利用団体作品展示、ボランティア
団体の活動紹介、福祉川柳作品展示等時 5
月 21 日（土）9時～ 16 時・22 日（日）
9時～13時場大平ふるさとふれあい館
福祉川柳作品募集 申「あなたが思う福祉と
は？」川柳作品・作品への想い・氏名・ペン
ネーム・年代を記入し、5月13日（金）ま
でに応募。詳細は問合先へ問栃木市社会福祉
協議会大平支所☎（43）0294

第 18 回子ども朗読フェスティバル出場者募集
時【予選】6月25日（土）・26日（日）9
時 30 分～　【本選】7 月 26 日（火）13
時～場とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化
会館）（旭町）　予選：小ホール、本選：大ホー
ル対幼児～高校生内対象図書の朗読発表。主
催NPO法人山本有三記念会申 5 月 28 日
（土）までに問合先へ問山本有三ふるさと記
念館☎（22）8805

「海浜夏まつり」参加者募集
時 7 月 9 日（土）・10 日（日）場とちぎ

海浜自然の家（茨城県鉾田市）対栃木県に
在住の方定約200人費大人7,100円　高
校生5,300円　中学生4,400円　小学生
4,200 円　3歳以上 3,400 円　3歳未満
300円内地引網体験、砂浜遊び、磯節鑑賞、
おまつり広場申 5月 30日（月）までに問
合先へ問とちぎ海浜自然の家　☎ 0291-
37-4004 

県立栃木特別支援学校 早期教育相談
時相談日：月～金曜日（祝日、長期休業中を
除く）対就学前のお子さんとその保護者費無
料内ことばの遅れが気になる、呼びかけても
振り向かない、行動に落ち着きがない、身体
の動きが気になるなど、お子さんの発達や養
育等の相談（秘密厳守）申電話等にて問合
先へ問栃木特別支援学校☎（24）7575 FAX
（25）1703

県立栃木特別支援学校 学校見学会と体験学習
時知的障害教育部門　学校見学会（年長児
対象）6月 20日（月）・28日（火）／学
校説明会（転入学児対象）7月 29日（金）　
／体験学習7月 25日（月）・26日（火）・
27日（水）・28日（木）、9月14日（水）・
15日（木）・21日（水）、11月9日（水）、
10日（木）　
肢体不自由教育部門　学校見学会7月 6日
（水）／体験学習 8月 2日（火）、9月 27
日（火）、28 日（水）、11 月 4 日（金）、
11月29日（火）、30日（水）
場栃木特別支援学校（皆川城内町）内学校の
様子を詳しく知ることができます（入学を前
提とするものではありません）※体験学習は
各日程で対象者が異なります。詳しくは問
合先へ問栃木特別支援学校☎（24）7575　
FAX（25）1703

栃木市将棋クラブ将棋対局参加者募集
時原則毎週土曜日（変更・追加有）13 時
～ 17 時場吹上公民館（吹上町）対栃木県
内在住の方（見学可）費初回会費（入会費）
300 円 2 回目以降 100 円申来場・見学
前に、必ず事前に問合先にメールまたは電
話にてご連絡ください問栃木市将棋クラブ
（分

わ け す
須）☎ 090 － 2547 － 8210　

✉ tochigi.ryuou@gmail.com

栃木県シルバー大学校第 43 期生募集
時説明会：5月 17 日（火）10 ～ 12 時、
6月 1日（水）10 ～ 12 時場シルバー大
学校南校（神田町）対県内在住の60歳以上
（令和5年3月31日現在）で、第25期（平
成17年度）以降のシルバー大学校を卒業し
ていない方定南校120人申 6月 1日（水）
～30日（木）土日を除く ※当日消印有効
問シルバー大学校南校　☎（22）5325

河川愛護モニターの募集
時モニター期間：令和４年７月１日～令和６
年６月３０日（２年間）対渡良瀬川・桐生川
・矢場川近隣に住む２０歳以上の方内河川を
やさしく見守ってくださる河川愛護モニター
を募集します。手当は応募要綱を参照申５月
２０日（金）までに問合先へ。詳細は問合先
ホームページへ問国土交通省渡良瀬川河川事
務所☎0284-73-5557

公共職業訓練 6 月開講コース
時①テクニカルメタルワーク（溶接）科・
②電気設備技術科6月 1日（水）～11月
29日（火）／③住宅CADリフォーム技術
科（導入講習付き）6月 1日（水）～ 12
月27日（火）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、
スキルを身につけて就職することを希望する
方定① 15 人　② 15 人　③ 27 人費受講
無料（テキスト代実費）内就職のために有利
なスキルを身につけます申 5 月 6日（金）
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

いつここ就活講座
時 5 月 24日（火）～ 27日（金）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：職
業理解、3日目：ビジネスマナー、4日目：
履歴書面接対策申 5月 16日（月）までに、
電話にて問合先へ問とちぎ県南若者サポート
ステーション☎0285-25-7002

5S セミナー
時 5月 26日（木）・27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 5Sの基本を学び
たい方、職場の整理・整頓をしたい管理部
門の方、管理者・新任管理者の方定 20 人
費 8,000 円内 5S とは「整理・整頓・清
掃・清潔・躾を用いて、職場の環境改善を図
るための活動」です。職場の問題解決のため
に、実践と定着の指導方法をマスターしま
す。申問合先ホームページに掲載の申込書を、
5月 12日（木）までに FAX問栃木職業能
力開発促進センター訓練課　☎028-621-
0581

不正大麻・けし撲滅運動にご協力ください
　けしの仲間には、法律で栽培が禁止されて
いるものがあります。このけしを不正けしと
言います。毎年、管内では観賞用として栽培
されている不正けしや雑草に混ざって自生し
ている不正けしが多く見つかります。また、
大麻は許可なく栽培できません。

　不正栽培または自生している不正大麻・け
しを発見した場合や、植えて良いけしか否か
鑑別に迷った時は栃木健康福祉センターにご
連絡ください。問栃木県栃木健康福祉セン
ター　☎（22）4121

令和 4 年度「協会けんぽ」の保険料率
　中小企業等で働く方やそのご家族が加入し
ている健康保険「協会けんぽ栃木支部」の令
和 4年度の健康保険料率は現在の 9.87％
から9.90％へ引き上げに、介護保険料率は
現在の1.80％から1.64％へ引き下げとな
ります。変更時期は、どちらも令和4年 4
月納付分からです。詳しくは、協会けんぽホー
ムページへ問協会けんぽ栃木支部☎ 028-
616-1692

2022 年国民生活基礎調査にご協力ください
　６月と７月の２回にわたり調査を実施しま
す。４月中旬以降、県知事が発行する身分証
を携帯した調査員が、対象地区のお宅に直接、

調査のお願いに伺います。電話等で調査内容
をお聞きすることはありません。調査へのご
協力をお願いします。時調査基準日：６月２
日（木）現在、７月１４日（木）現在問栃木
県健康増進課　☎０２８-６２３-３０９４

守ろうよ︕電波は大切なライフライン
　総務省では、6月 1日～ 10日を「電波
利用環境保護周知啓発強化期間」としていま
す。期間内は、電波を正しく利用していただ
くための周知・啓発活動や不法無線局の取り
締まりを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切なもの
です。電波のルールはみんなで守りましょう。
問関東総合通信局　不法無線局による混信・
妨害☎ 03-6238-1939 ／テレビ・ラジ
オの受信障がい☎03-6238-1945

福祉サービスの苦情相談
　利用している福祉サービスが、事前に説明
された内容や契約内容と違っていた、職員の

言動に傷つけられたなど、サービスの内容に
疑問や不満を感じていることはありません
か？栃木県運営適正化委員会は、福祉サービ
スの利用者や家族等からの苦情や相談を受
け、助言や事業所への調査、話し合いによる
あっせんなどを行い、苦情の解決を図ります。
申相談は電話や来所、文書やメールにて問栃
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）☎ 028-622-2941 FAX
028-622-2316 ✉ asu.sw@dream.
ocn.ne.jp

栃木県立博物館　5 月の行事
体験「博物館でやってみよう！」
時①県博たてものツアー5月 3日（火）②
化石ひろい5月 4日（水）③折り紙でかぶ
とをつくろう5月 5日（木）④昔の布でシ
ジミ貝の根付をつくろう 5月 29 日（日）
／各日 14 時～ 15 時 30 分対小学生（保
護者同伴）申不要問栃木県立博物館☎028-
634-1312
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