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＝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
５月 23 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
５月 15 日（水）９時～ 12 時（申

込みは 12 時まで）  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。

第 16 回ゆーあい工房まつり
5 月 19 日（日）10 時～ 14 時 30

分  （福）うまぐりの里　ゆーあい工
房（城内町２丁目）  ゆーあい工房
の焼きたてパン・木工製品販売、模擬
店など （福）うまぐりの里　ゆー
あい工房☎ 25‐4001

栃木で「千羽鶴」を観る会企画　劇団
文化座・代表　佐々木愛氏　講演と交
流の集い「千羽鶴に願いをこめて」

５月 11 日（土）14 時開会  栃木
文化会館リハーサル室（旭町）  8
月 10 日（土）の劇団文化座公演「千
羽鶴」によせて、平和への熱い思いを
佐々木愛さんが語ります  無料  栃
木で「千羽鶴」を観る会／鈴木☎ 22
‐1093

母親くらぶ ゆ・る・く新規会員大募集 !
 第１回活動／いちごがり５月 12

日（日）10 時～  アグリの郷 30 分
食べ放題※参加費大人 400 円・子供
200 円  家族だけではできない季節
の行事などを、幅広い年齢の子供た
ちと楽しみましょう !! 農園活動もで
きますよ !!  年会費 3 千円（舞台鑑
賞ができる得々ペアチケット付き）  
栃木おやこ劇場☎ 22‐7062

栃木県シルバー大学校第 35 期生募集
  県内在住の 60 歳以上（平成 26
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  スポーツレクリ
エーションや福祉、健康づくり、文化
伝承など、地域活動に必要な科目を学
習しま す   6 月 1 日（土）～ 30 日（日）
に入学願書（各シルバー大学校・本
庁・各総合支所にあり※ 5 月上旬に
届く予定）に 80 円切手を貼った返信
用封筒を添えて本庁、各総合支所、又
は入学を希望するシルバー大学校まで
提出（土日祝日を除く）※郵送の場合
は 6 月 30 日（日）の消印有効。シル
バー大学校南校☎ 0282‐22‐5325
／中央校☎ 028‐643‐3390 ／北校
☎ 0287‐43‐9010

平成 25 年度親子記者事業参加者募集
 ８月８日（木）～ 11 日（日）  

長崎市内  市内居住の４年生以上１
人と保護者１人。平和・原爆・核兵器
廃絶等に関心がある方（過去の参加者
除く）  ２人（１組）申込多数の場
合は抽選  小学生と保護者が記者と
なり、８月９日（金）の長崎原爆犠牲
者慰霊平和祈念式典等の被爆地の様子
や被爆者を取材することで核兵器廃絶
と平和の願いの継承を図ります  （主
催者負担分）航空・鉄道往復運賃／宿
泊代（朝食付）／取材補助経費１万
円 / 組※食費、個人的な負担費用、旅
行保険代等は含まない。期間中、主
催者で簡易スポーツ保険に加入  ５
月 10 日（金）＝当日消印有効＝まで
日本非核宣言自治体協議会事務局（長
崎市平和推進課内）☎ 095‐844‐
9923 ※詳しい応募方法はホームペー
ジ http://www.nucfreejapan.com を。

iPad、パソコン講座開講
 第１回５月 27 日（月）午前の部９

時 30 分～・午後の部 13 時 30 分～
 ◆パソコン講座：入門、ワード基

礎、エクセルワード実用、活用、カメ
ラ操作、デジタル写真（各 10 回コー
ス、毎回 2 時間）◆ iPad 講座 : 入門コー
ス、活用コース、楽しみコース（各 4
回コース、毎回 2 時間）  NPO 法人
栃木県シニアセンター☎ 20‐3322
※受付は平日 13 時～ 16 時まで。詳
細 は ホ ー ム ペ ー ジ http://www.cc9.
ne.jp/~tochi-senior を。

平成 25 年度の協会けんぽの保険料率
は据え置きとなります
　中小企業等で働く方やその家族が加
入している健康保険「協会けんぽ栃木
支部」の平成 25 年度の健康保険料率
及び介護保険料率は据え置きとなりま
す（健康保険料率 9.95％・介護保険
料率 1.55％）※ 40 歳から 64 歳まで
の方は、介護保険料が加わります  
全国健康保険協会栃木支部（協会けん
ぽ）☎ 028‐616‐1691

不正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。
　昨年管内で
確認された不
正 け し は 約
2200 本 で、

「アツミゲシ
（セティゲル
ム種）」（写真）
と「ケシ（ソムニフェルム種）」があ
りました。繁殖力が強く、雑草に混ざっ
て自生しています。

　不正けしが家庭に自生した場合は、
抜いて処分してください。また外で不
正けしを見かけたり、鑑別に迷ったと
きは栃木健康福祉センター☎ 0282‐
22‐4121 ／県南健康福祉センター
☎ 0285‐22‐6119 に連絡ください。

 県南健康福祉センター生活衛生課 ☎
0285‐22‐6119 ／ FAX0285‐21‐
0175

「男女共同参画セミナー　基礎コース」
受講者募集
　男女共同参画社会の実現に向けて現
状と課題を理解し、一人ひとりができ
ることに気づき、取り組むことを考え
るための基礎的な学習をする「男女共
同参画セミナー　基礎コース」を実施
します。

 ６月１日～７月６日の土曜日全５
回  パルティとちぎ男女共同参画セ
ンター（宇都宮市野沢町）  全５回
参加できる方  無料  「幸せ力アッ
プ！～わたしの『チカラ』を伸ばす 5
つの方法～」をテーマに、性別や年齢、

種類 ケシ アツミゲシ

草丈 100 ～
160cm 50 ～ 100cm

茎の特徴 無毛であり、あっても極め
て少ない

葉の色 キャベツの様な白緑色

葉の特徴

①ふちはノコ
ギリの様に不
規則なギザギ
ザ

①葉の切れ込
みがやや深い

②柄がなく、
茎を包み込ん
でいる。

②葉の大きさ
がケシよりも
小型

花の色 赤、桃 薄紫
花びら 4枚、八重 4枚

考え方や立場の違いを越えて、男女共
同参画の視点を持つことの大切さを学
びます  ５月 10 日（金）までに電
話、FAX、ホームページ、直接来館で
パルティとちぎ男女共同参画センター
☎ 028‐665‐8323

雇用保険を受給できない求職者の皆さ
まへ～求職者支援制度のご案内
　職業訓練によるスキルアップで早期
就職を！①再就職に必要なスキルを身
に付けるための職業訓練を受講できま
す②訓練期間中も訓練終了後も、ハ
ローワークが積極的に就職支援します
③一定要件を満たす方に訓練期間中、
給付金を支給します。  ハローワー
ク栃木☎ 22-4135

平成 25 年度酒類販売管理協力員の募
集
　関東信越国税局では、スーパー、コ
ンビニエンスストア、酒販売店などへ
の買い物の際にお酒売り場の未成年者
飲酒防止のための表示状況等を確認
し、税務署に連絡していただく『酒類
販売管理協力員』を募集しています。
　応募方法等の詳細は、国税庁ホーム
ページをご覧いただくか、宇都宮税務
署へ問い合わせください。  宇都宮
税務署☎ 028-621-2249

平成 25 年国民生活基礎調査の実施
　国民生活基礎調査の大規模調査年の
今年は、市内８地区を対象に６月に調
査が実施されます。知事が発行した身
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。ご協力お願いします。  
県健康増進課☎ 028-623-3094

　市政情報、イベント情報、
観光情報などを迅速に広く発
信するため、栃木市公式ツ
イッター及びフェイスブック
を始めました。
　災害時には災害情報も発信
します。
　市ホームページのバナーを
クリックするとどなたでも見
ることができます。みなさん、
お気軽に見に来てください。

 秘書広報課 ☎ 21-2224

Tochigi


