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関東どまんなかサミット情報関東どまんなかサミット情報
野木町（栃木県）

第31回ひまわりフェスティバル第31回ひまわりフェスティバル

　満開のひまわり畑に
囲まれ、今年は感染症
対策を行ったうえで、
野木町観光大使の鈴木
杏奈さんのライブや楽しいステージイベント
を行う予定です。会場では、模擬店や各種催
しで皆様をお迎えします。
期日　７月30日（土）・31日（日）
場所　野木第二中学校南側
問 野木町産業振興課 ☎ 0280（57）4153

小山市（栃木県）

企画展『牧ノ内古墳群企画展『牧ノ内古墳群
－小山南部の群集墳－』－小山南部の群集墳－』

　小山有数の古墳群である牧
ノ内古墳群のこれまでの発掘調査の
成果を紹介します。
日時　８月２日（火）～９月４日（日）
場所　国史跡　摩

ま り し て ん づ か
利支天塚・琵

び わ づ か
琶塚古墳資料

館（小山市飯塚）※休館日　毎週月曜日（祝
日を除く）、祝日の翌日
問 小山市文化振興課☎0285（22）9669

加須市（埼玉県）

ホテイアオイが見頃ですホテイアオイが見頃です

　道の駅に隣接した
休耕田では、ホテイ
アオイが広がる涼し
げな風景をお楽しみ
いただけます。
日時　9月下旬まで
場所　道の駅童謡のふる里おおとね（加須市
佐波）
問 加須市大利根総合支所農政建設課

　☎0480（72）1321

古河市（茨城県）

夢中になれる人生をシェアしよう夢中になれる人生をシェアしよう

“The Camp”FREAK'S STORE の 2 階
に、新たなコミュニティ型コワーキングスペー

ス「＆ FREAK.（ア
ンドフリーク）」
（古河市中田）が誕
生しました。電源
コネクタやWi-Fi
が完備されており、デスクスペースだけでなく、
ソファスペースやオンライン会議用のボックス
も併設されています。ぜひ、ご活用ください。
問＆ FREAK.　☎ 03（6823）0899

板倉町（群馬県）

わたらせ自然館わたらせ自然館

　ラムサール条約湿
地に登録されてから
10年。わたらせ自然館では、渡良瀬遊水地
や板倉町の観光パンフレットが揃えてありま
すので、観光、学習などにご利用ください。
場所　わたらせ自然館（板倉町大字海老瀬）
入館料　無料
休館日　月・火、祝日の翌日
問 板倉町わたらせ自然館

　☎0276（82）1935

就職活動応援セミナー＆個別相談会
時 7 月 15 日（金）13 時 30 分～ 16 時
30 分（受付 13 時～）場 栃木市役所 2
階　201会議室対 元気に働きたい女性およ
びシニアの方定 30 人費 無料内 ①セミナー
「こころ豊かにセカンドライフ！」②個別相
談（定員2人、ひとり40分まで）※8月
5日にも開催申 問合先へ電話・FAX・メー
ルにて。または HP の申込フォームから
問 株式会社ワークエントリー栃木事業部☎ 
028-612-8643 FAX 028-612-8645 ✉
shuroshien@we-tochigi.sakura.ne.jp

いつここ就活講座を開催します
時 7 月 19日（火）～22日（金）場 キョ
クトウとちぎ蔵の街楽習館対 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 7 月 11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

令和3（2021）年中に家屋を取得された方へ
内 7 月は、令和 3（2021）年中に新築、
増築及び改築により家屋を取得された方に、
不動産取得税が課税されます。納税通知書が
お手元に届いた方は、納期限7月29日（金）
までに納税してください問 栃木県税事務所
〔不動産取得税担当〕☎（23）3413

「とちぎ・いばらき協力地引網」参加者募集
時 8 月 20 日（土）～ 21 日（日）　1 泊
2日場 とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）
対 栃木県と茨城県の小学生とその家族（参
加者すべて小学生以上）定 家族 45組（栃
木25組、茨城20組）費 大人 6,500 円、
高校生 4,700 円、中学生 3,800 円、小
学生 3,600 円内 地引網体験、砂浜活動、
漁り火の集い、選択活動（塩づくり、モト
クロス＆カヌー遊び、海浜探検ビンゴオリ
エンテーション、ビーチコーミング＆オブ
ジェ作り）申 6 月 1日（水）～7月 11日
（月）問 とちぎ海浜自然の家☎0291（37）
4004

令和4年度裁判所職員採用一般職試験
内 裁判所職員採用試験（裁判所事務官、高
卒者区分）を実施します。受付期間：7月5
日（火）10時から14日（木）まで。試験日：
9月 11日（日）。詳細は裁判所ウェブサイ
トを参照ください問 宇都宮地方裁判所事務
局総務課人事第一係☎028-621-4744

令和4年度　精神保健福祉相談のご案内
時 （1）医師による相談 6月 23 日（木）・
7月 8日（金）・10月 5日（水）・令和 5
年 1月 20日（金）・3月 1日（水）　いず

れも14時～16時（2）臨床心理士による
相談 8 月 3 日（水）・11 月 30 日（水）・
令和 5年 2月 8日（水）　いずれも 13時
30 分～ 15時 30 分対 栃木市と壬生町に
お住いの方費 なし内 「よく眠れない」「憂う
つで何をしてもつまらない」「イライラが強
く落ち着かない」などの心の不調や、ひき
こもりや依存症などの相談をお受けします。
申 事前予約制／問合先まで問 栃木県栃木健
康福祉センター☎（22）4121

令和4年度　精神障害者家族会のご案内
時（１）家族交流※は申込締切日①9月 7
日（水）13時30分～15時※9月2日（金）
② 2 月 27 日（月）13 時 30 分～ 15 時
※2月21日（火）
（２）公開講座※は申込締切日①6月30日
（木）13時 30 分～ 15 時 30 分「私のリ
カバリーストーリー」※ 6月 27 日（月）
② 10 月 3 日（月）14 時～ 16 時「統合
失調症の病気と治療について」※ 9月 28
日（水）③12月 13日（火）13時 30分
～ 15 時 30 分「本人の回復を促す、家族
のコミュニケーションの取り方について考え
よう」※12月 8日（木）場 栃木県庁下都
賀庁舎（神田町）対 栃木市、壬生町在住の
統合失調症患者の治療をしている方のご家族
定 （1）定員なし（2）20人費 なし申 各回
の締切日までに問合先へ問 栃木県栃木健康
福祉センター☎（22）4121

下水道排水設備工事責任技術者講習会と試験
下水道排水設備工事責任技術者更新講習会
時 ① 10月 16日（日）②11月1日（火）　
③ 11月 8日（火）14時～ 16 時場 ①宇
都宮市文化会館　②那須野が原ハーモニー
ホール③岩舟文化会館対 現在この資格を有
し、有効期限が令和5年3月31日までの方。
または、有効期限が令和4年 3月 31日で
切れて現在資格が失効している方
申 7 月 1日（金）～29日（金）（当日消印
有効）申込書類は更新対象者あてに問合先か
ら6月下旬送付
下水道排水設備工事責任技術者試験講習会及び模擬試験
時 9 月 29 日（木）10 時～ 17 時場 コン
セーレ対 受験資格については試験案内をご
覧ください。申 8 月 1日（月）～31日（水）
（当日消印有効）申込書類は6月下旬より問
合先及び下水道建設課にて配布
下水道排水設備工事責任技術者試験
時 10 月 25 日（火）14 時～ 16 時場 コ
ンセーレ対 受験資格については試験案内を
ご覧ください。申 8月1日（月）～31日（水）
（当日消印有効）申込書類は6月下旬より問
合先及び下水道建設課にて配布問 とちぎ建
設技術センター☎028-626-3187

観光ボランティア大募集
対 市内または近隣市町在住の方定 若干名
内 来訪団体等の案内活動などを行います。
また、各種まつりやイベントの際に、観光案
内を行います申 電話にて問合先へ問栃木市
観光協会☎（25）2356

第76回栃木県芸術祭文芸賞・美術展作品募集
対 ①文芸賞：創作、随筆、詩、短歌、俳句、
川柳 ②美術展：日本画、洋画、彫刻、工芸、
書道、写真場 ②展示会場：栃木県立美術館（洋
画・彫刻・工芸）／栃木県総合文化センター
ギャラリー（日本画・書道・写真）費 ① 1
部門2,000円（高校生1,000円）②1部
門 4,000 円（高校生 2,000 円）申 ① 7
月 19日（火）までに問合先へ直接または郵
送 ②展示期間、提出方法等詳しくは問合先へ
第76回栃木県芸術祭美術展イベント参加募集
【洋画】鉛筆デッサン「球体と立方体を描く」
時 9 月 24 日（土）10 時～対 10 歳以上
20 人費 500 円／【工芸】陶片＊陶ジャ
Re（リ）を選んで額の中に構成してみよう
時 9 月 25 日（日）10時～対 小学生以上
20人費 1,000円／【彫刻】モザイクでオ
ブジェを作ろう！時 10 月 2 日（日）13
時～対 小学生以上15人費 1,000円／【日
本画】①はじめての日本画講座２ ②鳥獣戯
画模写時 11 月 3 日（木・祝）13 時 30
分～対 中学生以上①10人② 15人費 ①②
ともに1,000円／【書道】淡墨にじみ作品
に挑戦時 11 月 6日（日）10時～対 高校
生以上20人費 500円／共通事項場 洋画・
工芸・彫刻：栃木県立美術館普及分館（宇都
宮市桜）／日本画：宇都宮文星短期大学／書
道：宇都宮市内（未定）申 事前に問合先へ
（先着順）問 栃木県文化協会☎028-643-
5288

令和４年度ボランティアスクールの開催
本校児童生徒や障害児・者を支援するボラン
ティアの育成を目的とした講座を開催時 ８
月から１２月まで（全４回）対 障害児・者
へのボランティア活動に興味がある一般の方
定 15 人申 ５月１６日（月）～７月８日（金）
に電話または FAXにて問 栃木特別支援学校
☎（２４）７５７５FAX（２５）１７０３

文化庁事業「第７回夏休みおこと教室」
内 お箏＆着付（ゆかた）の体験教室時 ８月
6日（土）～12日（金）※午前と午後、ど
ちらかお選びください対小学１年生～中学２
年生（高校生も可）定 12人／持参物：お爪
（無い方は購入できます）場 こと部屋（大宮
町）費 2,000 円申 問合先へメールにて／
締切７月20日（水）問 senijyu@yahoo.
co.jp ／主催：邦楽教育を支援する箏の音会
（馬場千年）

川柳を作ってみませんか︖入会の案内
時毎月第１土曜日 13時～ 16時場キョク
トウとちぎ蔵の街楽習館（入舟町）対どなた
でも費お試し参加、１回５００円～（柳誌を
発行）内川柳は五・七・五で人間を詠います。
例：「裏表あって私が立っている」「胸のすく
啖呵を後で思いつく」「汗を拭くタオルが母
のネックレス」「落選をしたポスターが笑っ
てる」など。柳誌は毎月、キョクトウとちぎ
蔵の街楽習館のエントランスに置いてありま
す（持ち帰り自由）申随時問不二見川柳社（吉
本）☎（22）３１５８（受付は午後のみ）

夫婦・親子で考えるやさしい相続セミナー
時①７月８日（金）②９日（土）いずれも
１０時～場キョクトウとちぎ蔵の街楽習
館（入舟町）対どなたでも定２０人（先着
順）費無料申電話またはメールにて問合先へ
問相続テラス☎０１２０－２２９－２８８
✉ info@souzokuterrace.com

第7回　栃木市カラオケ大好き交遊会2022
時 7 月 17日（日）9時開場場 とちぎ岩下
の新生姜ホール（旭町）費 入場無料問 第７
回栃木市カラオケ大好き交遊会実行委員会事
務局☎（51）2178

シルバー人材センター入会説明会
時 ① 7月 4日（月）13時 30分～②7月
5日（火）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）南部事業所（藤岡町大
前） 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）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 7月 20日（水） 9 時～ 12時② 7月
27日（水） 9時 30分～12時※それぞれ
申込みは 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大平連絡所（大平町
西野田）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

國栃☆夏休み応援講座2022
時 ①７月25日（月）②26日（火）③27日（水）
各日10時 15分～ 12時対 ①小・中学生②
小学生③中学生内 ①エコバックを作ろう！針
と糸で作るもの作り体験②楽器とあそぼう♪
ふだん演奏しない楽器の体験③理科の実験・
実験レポートの書き方（蛍の光の不思議！）
定 ① 8 人② 20 名③ 20 名費 ① 300 円②
100円③500円申 ７月19日16時までに、
國学院栃木短期大学ホームページから申し込
み問 國学院栃木短期大学☎（２２）５５１１
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