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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
加須市（埼玉県）

令和４年度 斎藤与里展令和４年度 斎藤与里展

　「加須の偉人」であり、
日本の近代美術を代表する画家「斎藤与里」。
　令和４年度に修復が完了した「バラ（二）」、
「梅林」、「漁湾秋色」のお披露目を兼ね、選
りすぐりの作品を展示します。
日時　３月２日（木）～６日（月）　９時～
16時30分　※６日は15時まで
場所 パストラルかぞ 展示室（加須市上三俣）
費用　無料
問加須市生涯学習課☎0480（62）1223

小山市（栃木県）

認知症を知る講演会認知症を知る講演会

　「たとえ認知症になっても馴染みある地域
で暮らしていくために」認知症についての現
状、“地域”で認知症の人とともに暮らして
いくためのアシストについて、取材映像の実
例を見ながら対談を行います。
登壇者 永

ながしま
島徹
とおる
（NPO風の詩理事長）、荻

おぎの
野

篤
あつし
（ＮＨＫエンタープライズ取材ディレクター）

日時　3月4日（土）14時～15時40分 （開
場13時 30分）
場所　小山市文化センター（小山市中央町）
定員　200人
料金  無料
申込　2月28日（火）までに小山市高齢生
きがい課へ電話にて
問小山市高齢生きがい課
　　　　　　　　　☎0285（22）9853

古河市（茨城県）

古河まくらがの里・花桃ウオーク古河まくらがの里・花桃ウオーク

日時　3月25日（土）7時30分
費用　栃木市在住の方は1,000円
※中学生以下、障害者手帳所持者は無料。
コース　①21㎞（渡良瀬遊水地コース）
②8km（歴史と美術館コース）
申込　2月28日（火）までにエイブルスポー
ツ交流センター、イーエスはなもも体育館、
三和健康ふれあいスポーツセンターいずれか
の窓口で申し込み
問古河市スポーツ振興課
　　　　　　　　　☎0280（22）5111

野木町（栃木県）

野木町煉瓦窯見学のご案内野木町煉瓦窯見学のご案内

国指定重要文化財である野木町煉瓦窯を見
学し、明治の薫りを感じてみませんか？
時間　９時～１７時（野木ホフマン館の開館
日）※新型コロナウイルスの影響により、解
説付きの見学ツアーは休止の場合あり
料金　中学生以下：無料　高校生以上：　
100円（団体料金あり）
※詳しくはお問合せください。
問野木ホフマン館　☎0280（33）6667

板倉町（群馬県）

板倉町レンタサイクルセンター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※新型コロナ
などの状況により貸出停止になる場合あり
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 月曜日・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

シルバー人材センター入会説明会
時 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）の３会場：2月 6
日（月）13時30分～ 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）の２会場：２月７
日（火）13時 30 分～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）：２月
15日（水） 9 時～ 12時 ②都賀町公民館
（都賀町原宿）：２月22日（水） 9時 30分
～ 12 時※それぞれ申込みは 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

エンジョイ絆駅伝競走大会参加者募集
時 ２月 25日（土）小雨決行／開会式９時
３０分（受付８時５０分）場 大平運動公園
特設周回コース（１周１. ２㎞）対 年齢・性別・
地域は問いません定 ３０チーム（先着順／
１チーム４人編成）費 １チーム２，０００円
内 １区３．６㎞／２区１．２㎞／３区１．２㎞
／４区２．９㎞（合計８．９㎞）申 参加申込
書に必要事項を記入の上、参加料を添えて、
運動公園管理棟窓口へ（２月11日（土）必着）
問 NPO 法人栃木スポーツネット☎（25）
６２７５

高校生の保護者のための合同企業説明会開催
時 2 月 4日（土） 13時～15時 30分（受
付 12時 30分～）場 宇都宮駅東口交流拠
点施設「ライトキューブ宇都宮」（宇都宮市
宮みらい）対 高校 1・2年生の生徒とその
保護者、教職員等定 100人内 高校生とその
保護者および教職員を対象に、合同企業説明
会を開催します。将来の就職先を見据え、県
内企業に対する理解を深めることができるこ
の機会に参加してみませんか。なお、参加企
業は30社程度（決まり次第ホームページで
公開いたします。）を予定しております。詳
細はホームページをご確認ください。申 運
営委託事業者（株）ワークエントリーにメー
ル で 申 込 ✉ info@we-tochigi.sakura.
ne.jp問 主催：栃木県労働政策
課 ☎ 028-623-3224 運 営：
（株）ワークエントリー☎028-
612-8643

税理士会が行う還付申告無料税務相談 
時 2 月 1日（水）場 税理士会栃木支部各会
員事務所内 所得金額300万円以下の給与所
得者および年金受給者の、少額の還付申告相
談を受け付けます。（感染症対策のため原則
電話相談） 内容により有料となることもあり
ます。問 税理士会栃木支部☎（24）4861

安全衛生セミナー受講者募集中
時 2 月 9 日（木）～ 2月 10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 安全衛生活動
について課題を感じている方、安全衛生指導
計画を再検討したい方、具体的な作業手順方
法を知りたい方定 20 人費 受講料 8,500 円
内 災害が発生するメカニズムや事例を通して、
各種安全対策や危険予知方法、指導技法を学
びます。（コース名「製造現場における安全衛
生活動の指導法」）申 1 月 30 日（月）まで
に、ホームページより申込書をダウンロード
し、センター宛てに FAX問 栃木職業能力開
発促進センター訓練課☎028-621-0581

初市祭
時 2 月 11 日（土）11 時 30 分～ 18 時
30分（予定）場 藤岡中央通り（藤岡町藤
岡：館林街道十字路～旧十全薬局前十字路）
内 だるま販売、露天商や商工会関係者によ
る出店（予定）会場内および周辺は8時～
20時まで車両通行止め（予定）問 藤岡町商
工会☎（62）2006

伸びゆく子どもたちの作品展
時 2 月 11日（土）～13日（月）10時～
17時（13日は15時 30分まで）場 イオ
ン栃木店（箱森町）内 栃木特別支援学校児
童生徒の作品展示を行います。ぜひ、お出か
けください。※新型コロナウイルス感染症の
状況により、時間の短縮や中止の可能性があ
ります。主催：栃木県立栃木特別支援学校／
栃木県特別支援学校教育振興会問 栃木特別
支援学校☎（24）7575 FAX （25）1703

公共職業訓練 3 月開講コース募集中
時 3 月 1日（水）～8月29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機械
加工技術科15人、テクニカルメタルワーク
科 15人、電気設備技術科 15人費 受講無
料（テキスト代は自己負担）内 6 か月の訓
練を受けて、就職のために有利なスキルを身
につけます。申 2 月 8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

花と苺のフェスティバル
時 2 月 25日（土）、26日（日）場 とちぎ花
センター（岩舟町下津原）費 入館無料内 花セ
ンター30周年特別企画、切り花・鉢物・いち
ごの販売、体験教室（花の寄せ植え、フラワー
アレンジメント（各種有料））、ステージイベン
トのほか、会場内で楽しめる企画が多数問 花
と苺のフェスティバル実行委員会（栃木県農政
部生産振興課内）☎028-623-2329

産業雇用安定助成金のご案内
　新型コロナウイルス感染症の影響により、
事業活動を一時的に縮小した事業主が、在籍
型出向により労働者の雇用を維持する場合
に、出向元と出向先の双方の事業主に対し
て助成します。詳細はホーム
ページをご確認ください。
問 栃木労働局助成金事務セン
ター☎028-614-2263

公的年金等受給者に係る確定申告不要制度
　公的年金等（その全部が源泉徴収の対象と
なる場合に限ります。）の収入金額の合計額が
400万円以下であり、かつ、公的年金等に係
る雑所得以外の所得金額が20万円以下であ
るときは、所得税の確定申告書を提出する必
要はありません。※所得税の確定申告が必要
ない場合であっても、住民税の申告が必要な
場合があります。※所得税の還付を受ける場
合や確定申告書の提出が要件となっている控
除（例えば、純損失や雑損失の繰越控除など）
の適用を受ける場合には、確定申告書の提出
が必要です。問 栃木税務署☎（22）0885 

10 月からインボイス制度がはじまります
　10月 1日から、消費税の仕入税額控除
の方式としてインボイス制度が始まります。
インボイスを発行するためには、令和5年
3月 31日までにインボイス事業者の登録
申請が必要です。インボイス事業者の登録申
請はすでに始まっており、多くの事業者の方
が登録申請をされております。登録を受ける
と、税務署から登録年月日や登録番号などが
通知されます。早めの登録を受けることで、
取引先へのインボイス登録番号等のお知らせ
がスムーズにできます。個人事業者の方の登
録申請手続等は、マイナンバーカードとスマ
ホ（マイナンバーカード読取対応）があれば、
e-Tax ソフト（SP版）により行うことがで
きます。e-Tax ソフト（SP版）では、画面
に表示された質問に回答していくことで、入
力漏れ等がなく、スムーズに申請データを作
成することができる「問答形式」を採用して
いますので、ぜひご利用ください。詳細は、
国税庁ホームページの「イン
ボイス制度特設サイト」をご
覧ください。
問 栃木税務署☎（22）0885

にせ税理士にご注意ください
　税金の申告手続などを第三者に依頼される
際には、税理士証票の提示を受けて確認する
など正規の税理士かどうかを確認してくださ
い。税理士でないのに税理士業務を行ってい
る、いわゆるにせ税理士に税理士業務を依頼
した場合、不測の損害を受けたり、税務上の
トラブルの原因となるおそれもありますの
で、ご注意ください。
問 栃木税務署☎（22）0885 

税務職員を装った不審な電話・「振り込め詐
欺」にご注意ください
　国・県・市町の税務職員を装った「振り込
め詐欺」が多発しております。税務職員が、
納税のために金融機関の口座へ振込みを求め
たり、還付金の受取のためにＡＴＭの操作を
求めることはありません。不審な電話等には
ご注意ください。
問 栃木税務署☎（22）0885 

栃木県特定最低賃金改正のお知らせ
　特定最低賃金が適用される産業の最低賃
金（時間額）が、次のとおり令和 4年 12
月 31日に改正されました。／塗料製造業：
1,023円／はん用機械器具、生産用機械器
具、業務用機械器具製造業：970円／電子
部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業：971円／自動車・
同附属品製造業：978円／計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医
療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器
具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時
計・同部分品製造業：971円／※各種商品
小売業の令和4年度改正はありません。令
和4年10月 1日以降、栃木県最低賃金（時
間額913円）が適用されています。※ただ
し、18歳未満または65歳以上の労働者は
栃木県最低賃金（913円）が適用されます。
問 栃木労働局労働基準部賃金室☎ 028-
634-9109

栃木共同高等産業技術学校訓練生募集
対 雇用保険加入者または一人親方等の特別
保険加入者の方で、次のいずれかに該当する
方①中学卒業以上の学力を有し、大工・工務
店・建築設計事務所等の建設関係事業所に勤
務している方、または、これから勤務を予定
している方②転職または再就職の準備のため
認定職業訓練を受講することを希望する方③
職場で、リフォームやバリアフリー等に関す
る技術取得を希望する方④その他入学を希望
する方※③④は授業料が変わります。※詳細
は問合先へ定 木造建築科 15人申 3 月 31
日（金）までに問合先へ （水曜日・木曜日　
9時 30 分～ 14 時 30 分／土曜日 13 時
～19時）問 栃木共同高等産業技術学校（日
ノ出町）☎・FAX（23）2129
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