
広報とちぎ　６月号   　　　　　　　　　　　　　　　　2013（平成 25）年５月 20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
 ６月 20 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
 ６月 19 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。

幼児安全法短期講習会受講者募集
７月８日（月）10 時～ 12 時  藤

岡保健福祉センター会議室（渡良瀬
の里となり）  ０～３歳までの児童
の保護者 20 人（先着順）  暑くなり
プールや海などに出かける機会が増え
ると、不慮の事故は身近な場所で起こ
り、大人の予測がつかないこともあり
ます。今回、水の事故での子供の心肺
蘇生とＡＥＤの使用方法、けがの手
当て等を学びます  ５月 27 日（月）
～ 市社会福祉協議会藤岡支所☎ 62‐
5861

文学散歩
 ６月 14 日（金）７時 10 分出発～

18 時帰着予定  東京各地（集合は栃
木駅南口 7 時厳守） 40 人（先着順）

 東京下町の森鴎外記念館・竹久夢
二美術館・旧岩崎邸庭園を訪ねる日帰
り旅です。下町散歩とアメ横自由行動
があります。昼食は自然食バイキング
です  6,500 円  ５月 27 日（月）

～（費用を添えて申し込み）山本有三
ふるさと記念館☎ 22‐8805

第９回子ども朗読フェスティバル出場
者募集

 【予選】６月 29 日（土）・30 日（日）
13 時～【本選】７月 27 日（土）13
時～  栃木文化会館（予選：大ホー
ル、本選：小ホール）  幼児、小学生、
中学生、高校生  対象図書をもとに
個人の朗読を発表をしてもらい、審査
のうえ表彰。また、団体には対象図書
をもとに群読を発表してもらいます 

 ～５月 30 日（木）山本有三ふるさ
と記念館☎ 22‐8805 ／栃木図書館
☎ 22‐3542

ネズミ型ロボット「チュー吉」の製作
７月７日（日）　13 時 30 分～ 16

時 30 分  小山高専サテライト・キャ
ンパス（倭町）  小学校５・６年生
５人  ヒゲをセンサーにして、壁に
そって自動的に走るネズミ型ロボッ
トを製作します  無料   実施日の
１週間前の金曜日までメールまたは
FAX で 〒 323‐0806 小 山 市 大 字 中
久喜 771 小山工業高等専門学校　講
座イベント申込み窓口☎ 0285‐20‐
2197 ／ FAX0285‐20‐2880

新生栃木市誕生を第九で祝おう！合唱
団員募集
　市では平成 26 年に岩舟町が加わる
ことで大合併が完結します。大きな栃
木、オール栃木で合併を祝い、第九を
合唱しましょう。皆さんの参加をお待
ちしています。（第九交響曲演奏会を
平成 26 年 11 月 30 日（日）にプロ
のオーケストラとソリストを招き開催
予定）  ６月１日（土）～７月 31 日

（水）※詳細は「とちぎ市民第九の会」
実行委員会（ぶなの森カルチャークラ
ブ内）☎ 20‐5055

栃木健康福祉センターからのお知らせ
○精神障がい者患者会「四季の会」の
開催

 原則毎月第２水曜日９時 30 分～
15 時  病状が安定している精神疾患
患者の方  レクリエーション活動や
創作活動を通して、情報交換や仲間づ
くりを行います。
○精神障がい者家族会の開催

 原則毎月第３水曜日 13 時 30 分～
15 時 30 分  主に統合失調症患者の
家族  家族同士の情報交換や勉強会
を通して、家族の役割や接し方を学ん
でいきます。
○パーキンソン病関連疾患患者・家族
会の開催

 原則毎月第４水曜日 13 時 30 分～
15 時 30 分  パーキンソン病関連疾
患患者及び家族の方  パーキンソン
病患者・家族の方が病気や治療、日常
生活の過ごし方などを学び、交流を深
めていきます。
☆共通事項　  栃木健康福祉セン

ター（神田町）  事前に電話で申し
込みください（四季の会は事前面接必
要）☎ 22‐4121

県立栃木特別支援学校の体験学習
　お子さんの就学の参考にしていただ
くため、体験学習を実施しています。
本校への入学を前提とするものではあ
りませんので、お気軽に参加ください。
◆体験学習実施予定◎知的障害教育部
門▽７月５日（金）小学部・中学部▽
８月 27 日（火）小学部（年長児対象）
▽９月９日（月）高等部（中１・中２
対象）▽９月 10 日（火）高等部（中
３対象）▽９月 18 日（水）中学部（６
年対象）▽ 10 月 18 日（金）小学部

（転学児対象）▽ 10 月 30 日（水）中
学部（６年対象）▽ 11 月 25 日（月）
高等部（中３対象）◎肢体不自由教育
部門▽７月 10 日（水）小学部・中学
部・高等部▽９月 19 日（木）高等部
▽ 10 月 15 日（火）小学部▽ 10 月
21 日（月）中学部▽ 11 月 28 日（木）
高等部（中３対象）  県立栃木特別
支援学校（皆川城内町）／齋藤☎ 24
‐ 7575

県立栃木特別支援学校の教育相談
 月曜日から金曜日（祝祭日を除く） 

９時～ 16 時 30 分  就学前のお子さ
んと保護者  相談、検査等の費用は
一切かかりません  ことばの遅れが
気になる、呼びかけても振り向かない、
行動に落ち着きがない、肢体不自由が
あるなど、お子さんの発達や養育等の
心配事を、お気軽に相談ください。相
談の秘密は厳守します  県立栃木特
別支援学校「教育相談室ぽっぽ」／齋
藤☎ 24 ‐ 7575

平成 25 年度栃木県産科医キャリアプ
ラン支援制度の案内
　本県の将来の周産期医療の指導的・
中心的な役割を担う人材として募集す
るもので、最短で専門医の資格や学位
を取得できるように力を傾注します。

 全国の医学生（平成 25 年４月１日
現在、第４学年から第６学年までに在
学する学生に限る）  産科５人程度 

 要問合せ  県医事厚生課内栃木県
医師確保支援センター☎ 028‐623‐
3145 ※随時受付中

自治医科大学公開講座「予防医療と最
新医療」

７月６日から毎週土曜日（全５回）
13 時～ 16 時 15 分  自治医科大学
地域医療情報研修センター大講堂  
一般市民 500 人  無料   自治医科
大学学事課☎ 0285‐58‐7044（平
日８時 30 分～ 17 時）／自治医科大
学ホームページより

足利特別支援学校（病弱）学校公開
　学校公開を開催します。本校の教育
活動について知りたい方や入学希望の
方も、ぜひお越しください。

６月 12 日（水）13 時 30 分～  
県立足利特別支援学校（足利市）  6
月 10 日（月）～ 14 日（金）まで学
校内を自由に見学できます  県立足
利特別支援学校☎ 0284‐91‐1110

県育英会奨学生募集
5 月 15 日（水）～６月 20 日（木）
 4 月に高校（特別支援学校の高等部

を含む）又は、修業年限２年以上の専
修学校高等課程に在籍している方  
貸与月額　国公立 1 万 8 千円、私立
3 万円。※奨学金の貸付原資となる善
意の寄付金を募集しています。1 人で
も多くの方のご支援をお願いします 
  （財）栃木県育英会事務局☎ 028‐
623‐3459

とちぎ海浜自然の家「海浜夏まつり」
開催！
　親子・家族、仲間のふれあいを深め、
海のよさを体験しませんか？

 ７月６日（土）～７日（日）  と
ちぎ海浜自然の家  県民  250 人

（多数の場合抽選）  地引網体験や、
茨城県民謡磯節鑑賞・体験、塩づくり
などたくさんの活動を用意してお待ち
しています !! 詳しくは電話、または
ホームページで  大人 5,800 円、高
校生 4,300 円、中学生 3,500 円、小
学 生 3,300 円、 ３ 歳 以 上 2,500 円、
３歳未満 300 円  ６月 10 日（月）
まで、とちぎ海浜自然の家☎ 0291‐
37‐4004

借金で悩んでいませんか
　関東財務局宇都宮財務事務所では、
借金問題の相談を受けています。個人
の秘密は固く守られます。必要に応じ
法律専門家を紹介します。

 月曜日から金曜日（祝日除く）８
時 30 分 ～ 12 時、13 時 ～ 16 時 30
分  無料  関東財務局宇都宮財務事
務所☎ 028‐633‐6294

福祉サービス苦情解決
　栃木県運営適正化委員会は、福祉
サービスに関する苦情や相談を受け、
事業所への調査や話し合いによるあっ
せんを行うなど、苦情の解決を図りま
す。約束したはずのサービスが受けら
れない、支援の仕方が乱暴だ、職員の
言動に傷つけられた、もう少しプライ
バシーを守ってほしいなど。相談は電
話や来所のほか、文書やメールでも受
け付けています。

 県運営適正化委員会☎ 028‐622
‐2941 ／ メ ー ル asu.sw@dream.ocn.
ne.jp

栃木県政世論調査にご協力ください
 ５月 22 日（水）～６月 17 日（月）
 県内に在住する 20 歳以上の方か

ら 2 千人を無作為抽出  調査表を郵
送※秘密は厳守します  県広報課☎
028‐623‐2158


