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「とちぎUIJ ターン就活女子会」開催
時 9月 30日（金）15時～17時 30分（受
付14時 30分～）場移住・交流情報ガーデ
ン（東京都中央区京橋）対大学等に通う女子
学生費無料内（1）セミナー「女性のキャリア・
ビジョン」（2）就活に役立つメイク講座（3）
とちぎで働く先輩女性社員との座談会申 9
月 30日（金）の午前中までに下記URLから
お申し込みください。https://workwork-
tochigi.jp/news/104問株式会社ワーク
エントリー栃木事業部☎028-612-8643

谷中村の遺跡を守る会設立５０周年記念シンポジウム
時 10月 1日（土）１３時３０分～１６時場藤
岡公民館（藤岡町藤岡）対どなたでも定５０人
費資料代1,000 円内会の歴史と今後申不要
問事務局（山口）☎090-3140-0733

シルバー人材センター入会説明会
時① 10月 3日（月）13時 30分～② 10月
4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①10月 19日（水） 9時～ 12時②10月
26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北部事業所（西方連絡所）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

不動産無料相談会
時 10月 3日（月） 10時～15時場市役所
本庁舎（万町）正庁AB対どなたでも費無料
内不動産（土地、建物）の価格、地代、家賃、
借地権の価格など不動産に関することを栃木
県不動産鑑定士協会所属の不動産鑑定士に相
談できます申事前予約制問公益社団法人　栃
木県不動産鑑定士協会☎028-639-0556

「めざせ︕釣り名人」参加者募集
時 11 月 12 日（土）～ 13日（日）1泊 2日場
とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市）対栃木県に
在住の方（小学4年生以上）定約80人費大人
７,000 円、高校生 5, ２00 円、中学生 4, ３
00円、小学生3,700円内玉田海岸での海釣り・
涸沼でのハゼ釣り体験申 10月 3日（月）まで問
とちぎ海浜自然の家☎0291（37）4004

月額貸与奨学生・入学一時金奨学生・東京学
生寮入寮者募集
時募集期間：10月3日（月）～11月15日（火）
対月額貸与奨学生・入学一時金奨学生：令和5
年度に進学予定の人、東京学生寮入寮者募集：
令和5年度に大学等に進学予定の人申 9月上
旬に、県内各中学校、高等学校、市町教育委員
会等に願書等を配布。また配布に合わせて問合
先ホームページからもダウンロード可問栃木県
育英会事務局☎028-623-3459

公共職業訓練11月開講コース募集中
時 11月 1日（火）～令和5年4月26日（水）
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
つけて就職することを希望する方定 CAD/
CAM技術科30人、ビル管理技術科15人費
受講無料（テキスト代は自己負担）申 10月
5日（水）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

「法の日」司法書士無料法律相談
時 10 月 3日（月）～ 7日（金）9時～ 17 時
場市内の各司法書士事務所（要予約）※感染症
対策の観点から今年度の特設会場での相談会
は中止することになりました内無料で司法書
士業務に関する相談を行います。不動産登記
（相続・贈与・売買等）、商業登記（会社設立・
役員変更等）、成年後見（高齢者の財産管理）、
供託、訴訟、多重債務等問栃木県司法書士会
☎028-614-1122（予約・相談は、直接お
近くの司法書士事務所にご連絡ください）

手話ミニ講座参加者募集
時 10 月 12 日（水）～ 12 月 21 日（水）　
（11月23日は休み）毎週水曜日（全10回）
10 時～ 11 時 30 分場栃木保健福祉セン
ター（今泉町２丁目）対栃木市在住・在勤の
方定 15 人程度費無料内手話の実技講座申
9月 22日（木）～10月 7日（金）電話、直
接来所にて問栃木市社会福祉協議会☎（22）
4457

「栃木市子ども食堂フェスタ」開催　ご寄付
や当日のボランティアスタッフの募集
市内で活動する子ども食堂の普及啓発のた

めのイベントを開催します。飲食物の出店、ス
ポーツ体験イベント、遊び・体験コーナーなど
を予定しています。ご寄付や当日のボランティ
アスタッフを募集しています。詳細はHPをご
覧ください。時 10月 22日（土）11時～15
時場冒険遊び場ねずみもちパーク（大平公民館
裏公園内／大平町蔵井）対どなたで
も問栃木市子ども食堂ネットワーク
（小平）☎（24）7736

いつここ就活講座を開催します
時 10月 18日（火）～21日（金）場キョ
クトウとちぎ蔵の街楽習館（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 10 月 7日（金）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

栃木県農業大学校いちご学科学生募集
時出願期間 :10 月 17 日（月）～ 11 月
21日（月）試験実施日 :12月 11日（日）
合格発表日 :12 月 21日（水）対いちご経
営に意欲があり、卒業後、栃木県内で就農さ
れる方定 10人内小論文、筆記試験（一般教
養）、面接申出願書類の持参または郵送問栃
木県農業大学校☎028-667-0711

県立県南産業技術専門校　技能講習
時①「３次元機械CAD基礎」10月18日（火）
～ 20日（木）②「２級電気工事施工管理技術
試験（学科）受験対策」10月 19 日（水）～
21日（金）③「３次元機械CAD応用」10月
25日（火）～27日（木）各9時～16時場県
立県南産業技術専門校（足利市多田木町）定各
10人費各3,580円（栃木県収入証紙にて支
払い）申開講日の10日前までに問合先へ問県
立県南産業技術専門校☎0284（91）0803

「みかも山健康ハイキング」参加者募集
時 10月 30日（日）場みかも山公園／集合場所：
東口広場管理事務所前（９時受付開始）解散場所：
わんぱく広場にて自由解散（11時 30分予定）定
50人（先着順）費無料内コース予定：東口広場出
発－湿性自然植物園－みかもの関跡－山頂広場－
冒険砦－わんぱく広場／持ち物：水筒、軍手、マ
スク、雨具など申電話にて問合先へ問栃木市大平
レクリエーション協会 （熊谷） ☎（43）5473

栃木市栃木文化祭　絵画展作品募集
時会期：11月 4日（金）～6日（日）10
時～17時（11月6日は16時30分まで）
場とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化会
館）展示室（旭町）費出品料2,000円内規
格 10号～ 50号 1人 1点。搬入 11月 3
日（木）16時 30分～17時 30分申出品
申込書（市役所本庁舎４階文化課にあり）に
記入のうえ10月 1日（土）必着で郵送問
栃木市絵画協会（亀山）☎（22）8637

栃木高校耐久レース実施と校外練習
時 11月 5日（土）9時 20分栃木市総合運
動公園スタート（延期の場合は 11月 6日
（日））※ 11月 2日（水）までの期間、校外
にて練習場粟野街道（栃木粟野線）27㎞※練
習は栃木高校～錦着山～永野川二杉橋付近問
栃木高校（岸） ☎（22）2595

第1回蔵の街ビブリオバトル大会参加者募集
時 11月 20日（日）10時～12時場栃木
市立文学館（入舟町）対小学生以上定 16人
費無料内文学館の開館を記念してビブリオバ
トルを開催します。自分が「面白い！」と思っ
た本を皆さんに紹介しませんか？公式ルール
により、一人持ち時間7分（発表5分ディ
スカッション2分）で発表します。是非ご
参加ください。主催：蔵の街ビブリオバトル
実行委員会申 11月 13日（日）までに問合
先へ問栃木図書館☎（22）3542

家庭教育オピニオンリーダー会Ｃ
カ ル パ

ＡＲＰＡ主催『親子ふれ
あい体験クリスマスを彩る寄せ植えづくり』参加者募集
時 11 月 26 日（土）9 時 30 分～ 11 時
30分予定場キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
（入舟町）対市内小学生親子定 15組（抽選
制）費親子 2人 1組につき 1,000 円程度
内クリスマスを彩る寄せ植えづくり申 10月
17日（月）～21日（金）問栃木公民館☎
（24）0352

中小企業退職金共済制度のご案内
　10月は中小企業退職金共済制度の加入促
進強化月間です！中小企業退職金共済制度
（「中退共」）は、中小企業のための国の退職
金制度です。掛金助成や税制上の優遇が受け
られ、社外積立だから管理も簡単です。退職
金は「中退共」におまかせください。詳しく
は問合先へ問独立行政法人 勤労者退職金共
済機構☎03-6907-1234

薬物関連問題にお悩みの家族の集い
　薬物依存ってなんだろう？家族はどう関わっ
たら良いのかわからない…。同じような問題を抱
えている他の家族と一緒に話してみませんか？
初めて参加をご希望される方は職員による事前
面談があります。まず、お電話でご連絡ください。
時11月10日、12月１日、令和５年１月12日、
2月 2日全て木曜日、各 13時 30分～ 15時
場栃木県庁小山庁舎（小山市犬塚）問 県南健康
福祉センター生活衛生課生活薬事☎0285（22）
6119（土日祝日を除く9時～17時）

毎年10月は全国不正軽油撲滅強化月間です
　不正軽油に関する情報をお寄せください。
不正軽油とは、軽油引取税の脱税を目的に軽
油の代替燃料として灯油や重油を混ぜるなど
して使用するものです。「不審なタンクロー
リーが出入りしている。」「深夜・早朝に怪し
げな給油現場を目撃した。」など、どのよう
な情報でも構いません。不正軽油に関する
情報は、「不正軽油110番」またはウェブ
サイト内「不正軽油110番情報提供フォー
ム」をご利用ください。問不正軽
油110番（栃木県税事務所内）☎
（23）3862

栃木県版図柄入りナンバープレート県民アンケート
　栃木県版図柄入りナンバープレートについ
ての県民アンケートを、県ホームページ上な
どで実施しています。あなたが付けたいデザ
インに投票してください時 9月 30日（金）
～10月31日（月）問栃木県地域振興課☎
028-623-2257

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）

野木町煉瓦窯秋フェスタ野木町煉瓦窯秋フェスタ

日時　１０月６日（木）～９日（日）　
場所　野木町煉瓦窯および野木ホフマン館
内容　フラワーカーペット、煉瓦窯見学ツ
アー、いちご一会とちぎ国体連携事業、模擬
店、ワークショップなど
問野木町煉瓦窯イベント実行委員会
　　　　　　　　　☎0280（33）6667

板倉町（群馬県）

10月 28日（金）は群馬県民の日10月28日（金）は群馬県民の日

　板倉町では、群馬県民の日に合わせて「群
馬の水郷」「板倉町レンタサイクルセンター」
が無料で利用できます。群馬県民以外のかた
も利用できます。
期日　10月28日（金）
群馬の水郷　遊漁料　無料
板倉町レンタサイクルセンター　レンタサイ
クル　無料
問板倉町産業振興課　群馬の水郷：農業振興

係　☎0276（82）6137、レンタサイク
ル：商工観光係　☎0276（82）6139

加須市（埼玉県）

かぞ観光レンタサイクルかぞ観光レンタサイクル

　加須市内５カ所にレンタ
サイクルステーションがあ
り、その間での乗り捨てが
できます。サイクリングを楽しみながら、加
須市の魅力をゆっくりとご堪能ください。
※詳しくは、加須市ホームページ参照。
問加須市観光振興課☎0480（62）1111

古河市（茨城県）

スポーツフェスタ古河2022スポーツフェスタ古河2022

個人やグループで自由に参
加できる体験型のスポーツイ
ベントを古河市で初めて開催
します。ぜひ、ご参加ください。
※古河市出身で、体操競技金
メダリストの山

やまむろ
室光

こう じ
史選手に

よる演技と体験教室もあります。
日時　11月3日（木）9時～15時
場所　イーエス中央運動公園（古河市下大野）
参加費　 無料（一部有料有り）
問古河市スポーツ振興課☎0280（22）5111

小山市（栃木県）

第７１回小山市菊花大会第７１回小山市菊花大会

　富士山作り、一般盆養菊、懸崖作りなど約
400点を展示。小山晃思会の会員を中心に、
丹精込めて育てた菊花をぜひご覧ください。
11月３日（木）には、菊鉢の無料配布も行
います（数量限定・成年に限る）。
日時　10月22日（土）～11月13日（日）　
９時～16時
会場　道の駅思川（小山市下国府塚）
※菊鉢の無料配布は、無くなり次第、終了
※ 11月 1日（火）は、審査会のため、会
場へは終日入場不可
※富士山展示は、11月23日（水）まで
問小山晃思会事務局（小山市商業観光課内）

☎0285（22）9273
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