
広報とちぎ　４月号   　　　　　　　　　　　　　　　　2013（平成 25）年３月 19日　発行11

　　　　　

　

＝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
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
４ 月 18 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、興味のある方はぜひ！）※
センターでは、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
４月 17 日（水）９時～ 12 時（申

込みは 12 時まで）※雨天中止  栃木
保健福祉センター西側シルバーセン
ター作業所前（今泉町２丁目） 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
※ 4 月から刃物研ぎの場所が栃木保
健福祉センターに変更になりました。

手話奉仕員養成講座（入門課程・基礎
課程）

【入門課程】5 月８日～ 10 月 23
日の毎週水曜日（全 24 回）10 時～
11 時 30 分【基礎課程】5 月 8 日～
12 月 11 日の毎週水曜日（全 31 回）
19 時～ 20 時 30 分  手話に興味の
ある方、手話を学びたい方各 25 人（先
着順）
手話通訳者養成講座（基本課程）

【基本課程】6 月 6 日～ 11 月 21
日の毎週木曜日（全 24 回）10 時～
11 時 30  手話奉仕員養成講座基礎
課程受講修了者各 30 人（先着順）※
受講資格試験があります。
☆共通事項　  栃木保健福祉セン
ター（今泉町 2 丁目）  無料（教材
は自己負担）  ４月８日（月）～電
話または来所にて栃木市社会福祉協議
会☎ 22‐4457

栃木市民吹奏楽団ファミリーコンサー
ト　音符とあそぼう

４月 21 日（日）14 時開演※ 13 時
30 分開場  藤岡文化会館（藤岡町藤
岡）  ○演奏曲…となりのトトロ、
小さな世界、76 本のトロンボーン他
○指揮…さかはし矢波○ゲスト…関沢
圭司、渡辺美輪子★体験者募集…楽器
を貸します！一緒に合奏しよう、指揮
を振ってみよう、鳴らしてみよう（詳
細は問合先へ）  入場料…一般 1,000
円、3 歳～高校生 500 円（0 歳から
入場可）  オオノ楽器☎ 22‐2169

栃木語り部の会　春の民話語り in 重
伝建嘉右衛門町～箏の調べにのせて～

 ４月６日（日）  伝統的建造物
群保存地区の油伝味噌奥座敷  田楽
セット代 500 円  栃木語り部の会会
長／間中一代☎ 080‐5424‐2994

開設５周年記念　蔵の街クロマチック
ハーモニカクラブチャリティーコン
サート

４月 21 日（日）13 時開演※ 12 時
30 分開場  栃木文化会館（旭町）  
入場無料※ただし整理券が必要  募
金は全額栃木市社会福祉協議会に寄付
します  クロマチックハーモニカク
ラブ／角田☎ 23‐3263

エイコーンコーラスコンサート
３月 31 日（日）14 時開演※ 13 時

30 分開場  栃木文化会館（旭町）  
○プログラム…星野富弘の詩による女
声合唱曲、抒情小曲集、ゲスト出演（ソ
プラノ・テノールミニコンサート）、
女声合唱のためのメドレー東京物語○
指揮…小林彰英○ピアノ…澤村恵子  
入場料 700 円（全席自由・小学生以
下無料）母子室あり  エイコーンコー
ラス／佐山☎ 43‐3532

藍ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ～和綿からつ
ながる美しい手仕事～

４ 月 19 日（ 金 ）10 時 30 ～、21
日（日）18 時  NPO 法人渡良瀬エコ
ビレッジ敷地内（藤岡町大前）  和
綿栽培復活の「しあわせのコットン
ボール」プロジェクトとそこからつな
がった人々のモノづくりを紹介  無
料  NPO 法人渡良瀬エコビレッジ／
町田☎ 62‐2677

食べよう春万本桜
４月 14 日（日）11 時～ 15 時※ト

レッキングは９時～ 12 時  かかしの
里  50 人（先着順・トレッキング参
加者）  （トレッキング参加者）地元
のガイドと一緒に太平山南山麓をト
レッキングするほか、かかしの里で各
種ステージイベントや飲食店の出店、

野菜の直売などを開催  300 円（ト
レッキング参加者）  ３月 20 日（水）
～４月 13 日（土）
おおひら七ふしぎ農業体験

３月～ 12 月  かかしの里付近の農
場  50 人（先着順）  １組（２人）
１万５千円／年  じゃがいも、黒大
豆、ぶどう等七つの農産物を、種まき
から収穫まで体験するグリーンツーリ
ズムオーナー制度  ３月 20 日（水）
～
☆共通事項　  NPO 法人太平山南山
麓友の会事務局／かかしの里内☎ 43
‐8288 ※火曜日定休

みかんの苗木を植えましょう
４月６日（土）10 時～ 12 時  つ

がの里ファミリーパークプラザ・ラベ
ンダー畑（都賀町臼久保）  どなた
でも  100 人  みかんを植樹し市に
寄贈するため、植樹に参加していただ
ける方を募集します。みかんロードと
して、町おこしをしたいと計画しまし
た。5 月ごろの開花、11 月ごろから
の収穫を楽しめます。参加者にはラベ
ンダーの苗をプレゼント！（スコップ、
軍手は主催者で用意します）  無料

NPO 法人 CO ２削減で地球を救う
会／勝☎ 090‐3134‐3287 ／渡辺
☎ 090‐1205‐8208

とちぎ県民カレッジ連携講座　平成
25 年アカデミアとちぎ　栃農高開放
講座受講生募集

５月～ 12 月の土曜日（全３回実施）
 栃木農業高等学校（平井町）  30

人  栃木農業高校の施設を利用し、
種から野菜作りをしてみませんか？  
2,000 円（材料費・障害保険料等）  
４月８日（月）～５月１５日（月）栃
農高で申込書記入／栃農高開放講座係
☎ 22‐0326

とちぎ未来クラブから子育て応援カー
ドの期限のお知らせ
　県では、子育て家族応援事業として

「とちぎ笑顔つぎつぎカード」を発行
しています。同様の事業を実施してい
る福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、
新潟県との連携も推進しています。
　県内の利用対象となる家庭でも希望
する県のカードを申し込むことができ
ますが、対象となる世帯の条件と有効
期限がありますのでご注意ください。
　平成 25 年３月 31 日で有効期限切
れとなるのは、群馬県、埼玉県、新潟
県のカードです。新しいカードをご希
望の場合は、とちぎ未来クラブへの申
請が必要です。詳しくは、とちぎ未来
クラブのホームページをご覧ください

 財団法人とちぎ未来づくり財団こ
ども未来課（とちぎ未来クラブ）☎
028‐643‐1006

平成25年度ボランティアスクール開催
5 月～ 9 月（全 6 回）  栃木特別

支援学校（皆川城内町）  障がい児・
者へのボランティア活動に興味がある
高校生以上の方  講話や障がいの疑
似体験、実際の支援体験を通して、障
がいのある児童生徒の理解を深め、本
校児童生徒や障がい児・者を支援する
ボランティアの育成を目的とした講座
を開催します。詳細は問合先へ  県
立栃木特別支援学校☎ 24‐7575

とちぎネットアンケート協力者募集中
　県では、県民の皆さんの意識やニー
ズを把握し、県政に反映させるため、
インターネットを利用した県政に関す
るアンケートにご協力いただける方を
募集しています。
　県内在住の満 16 歳以上の方で、月
１回のアンケートにご協力いただける
方は県ホームページの「とちぎネット
アンケート」応募フォームから申し込
みください  県広報課☎ 028‐623
‐2158

平成 25年度労働基準監督官採用試験
　  受付期間　（インターネット申
込）４月１日（月）9 時～ 11 日（木）
受信有効　（郵送又は持参の申込）４
月１日（月）～２日（火）◇第１次試
験日６月９日（日）◇第２次試験日７
月 17 日（水）・18 日（木）の指定さ
れた日  栃木労働局監督課☎ 028‐
634‐9115

平成25年度県医師修学資金利用者募集
 平成 25 年度において第４～６学年

の医学生  人員…産科３人程度▼貸
与金額…月額 35 万円▼貸与期間…貸
与決定年から大学の正規の修業年限ま
で▼返還免除…初期臨床研修を栃木県
で実施し、産科医として県内の公的医
療機関等で一定期間勤務した場合。詳
細は問い合わせください  ２月８日

（金）～５月 10 日（金）（消印有効）
に申請書類を県医師確保支援センター
☎ 028‐623‐3145 へ郵送又は持参。

法務省専門職員採用試験
　試験内容…矯正心理専門職、法務教
官、保護観察官（受験資格等詳細は法
務省ホームページへ）▼受付期間　（イ
ンターネット申込）４月１日（月）9
時～ 11 日（木）受信有効　（郵送又
は持参の申込）４月１日（月）～２日

（火）▼第１次試験日（筆記試験）６
月９日（日）  東京矯正管区職員課
☎ 048‐600‐1502 ／関東地方更生
保護委員会☎ 048‐600‐0181 ／宇
都宮少年鑑別所庶務課☎ 028‐648‐
5062 ／喜連川少年院庶務課☎ 028‐
686‐3020


