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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
７ 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  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。また、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
７月 17 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

手話いつ学ぶの~今でしょう‼
平成 25年度やさしい手話教室開催

 昼の部 7 月 19 日、26 日、8 月２
日の金曜日全３回 10 時～ 11 時 30
分／夜の部 10 月 7 日、21 日、28 日
の月曜日 19 時～ 20 時 30 分  ふる
さとふれあい館（大平町真弓）  手
話に興味がある方 20 人  手話での
簡単な日常会話など、ゲームや歌を交
え楽しく体験！  無料  昼の部 7 月
10 日（水）まで、夜の部 9 月 30 日（月）
まで（先着順）市社会福祉協議会大平
支所☎ 43‐0294

葬送文化を考える講演会
７ 月 20 日（ 土 ）13 時（12 時 30

分開場）  栃木文化会館小ホール（旭
町）  葬送（葬儀）をどのように行
うか、たくさんの市民の方が直面する
問題です。葬送分野で何が起き、どう
変わっていくのか。講師が見つめてき
た全国の実例を通し改めて考えてみま
しょう  星野哲氏（朝日新聞社）  
無料  NPO 法人 D‐アイ（であい）

の会／石川☎ 090‐4130‐7974

「中途失聴・難聴者のための手話講習
会」受講生募集

 ７月 13 日～平成 26 年２月 22 日
の毎月第２、４土曜日 19 時～ 20 時
30 分  とちぎ市民活動推進センター
くらら（境町）  「聞こえ」で困っ
ている方、仲間が欲しい方、手話に
興味のある方 10 人   受講料無料

（テキスト代のみ 300 円）  ７月５日
（金）までに FAX で住所、氏名、電話
番号、FAX 番号を明記のうえ、栃木
市中途失聴難聴者協会事務局 FAX25
‐3704 又はくらら FAX20‐7132 へ
※講習開始後も申込み可。

栃木市女性史研究会「あいの会」　戦
時中・戦後の体験を語る女性を探して
います
　終戦の日をどこで、どう過ごしまし
たか？　その後の混乱期や変動の時代
をどう過ごしてきましたか？　激動の
昭和を生きた記録集をつくるために、
市内在住で昭和 10 年ごろより以前に
生まれた女性で、当時の体験を話して
くださる方を探しています。連絡くだ
さい   栃木市女性史研究会「あいの
会」／代表　梅村☎ 23‐0951

「とちぎ夢ファーレ」助成事業
誕生学①「中高生を対象とした思春期
のセルフケア」

７月 13 日（土）14 時～ 16 時  
ゆうゆうプラザ（大平町西野田）  
中学生・高校生と保護者 100 人  無
料  社会福祉法人イースターヴィ
レッジ  自立援助ホームマルコの家
☎・FAX ☎ 21‐7740

とちぎ伝統文化こども教室（文化庁委
嘱事業）

６月 29 日～平成 26 年２月 15 日
の 土 曜 日（ 全 ７ 回 ）10 時 ～ 11 時
30 分  第五地区コミュニティセン
ター（箱森町）  小学生 30 人（先着
順）  日本古来の伝統文化の一つであ
る百人一首に慣れ親しみましょう  
350 円（初日に集金）  とちぎ伝統
文化こども教室実行委員会／大和田☎
090‐3512‐5703

生命の貯蓄体操
「初心者教室」参加者募集

７月4日（木）・10日（水）・16日（火）・
25 日（木）、8 月 2 日（金）・7 日（水）・
20 日（火）・29 日（木）、9 月 3 日（火）・
9日（月）9時～11時  大平公民館（大
平町蔵井）  どなたでも  寝たきり
防止、認知症予防、不定愁訴の改善に
最適の呼吸法体操  2 千円（テキス
ト代他）  ６月 30 日まで生命の貯蓄
体操大平支部／川田☎ 43‐7971 ／

大宮☎・FAX55‐5083

栃木市老人クラブ連合会　健康ウォー
キング参加者募集

７月６日（土）８時 45 分集合、12
時ゴール予定※雨天時７日（日）に延
期  市総合運動公園（川原田町）北
側駐車場集合  どなたでも  「ハス
のお花見と地域の守り神を訪ねて」市
総合運動公園～つがの里（往復７・
５ｋｍ）※飲み物、帽子着用  無料 

 栃木市老人クラブ連合会／石井☎
090‐4531‐1818

「切込湖・刈込湖ハイキング」参加者
募集

７月 14 日（日）６月 30 分集合～
18 時解散予定  大平公民館前（大平
町蔵井）集合・解散  35 人（先着順）

 大平公民館（バス移動）―日光湯
元温泉―切込湖・刈込湖―山王峠―光
徳牧場―大平公民館  大人 3,800 円、 
小学生以下 2 千円（申込み時に集金）
 ７月５日（金）9 時～（大平公民館
ホール）大平レクリエーション協会事
務局／熊谷☎ 43‐5473

「とちぎ夢ファーレ」助成事業
夏の夜の民話語りの会ＩＮ伝統的建造
物群保存地区嘉右衛門町

７月 27 日（土）18 時～ 20 時  
旧柳田肥料店奥座敷（ヤマサ味噌㈱向
かい）  50 人（先着順）※要予約  
栃木の怪談や諸国の不思議話を、歴史
ある建物の中で、箏の調べにのせて語
ります  無料 ７月 25 日（木）ま
でに栃木語り部の会／間中☎ 080‐
5424‐2994

「とちぎ夢ファーレ」助成事業
アートステージどんぐりら公演　ダン
スミュージカル　不思議の国のアリス
出演者・スタッフ募集
公演　平成 26 年３月 16 日（日）大
平文化会館  稽古　９月～毎週土曜
日 17 時 30 分～  栃木南中（本町）

 小学３年生～大人約 30 人（応募多
数時オーディション） ７千円 ７月
20 日（土）までにアートステージど
んぐりら／大阿久☎ 22‐1437

県シルバー大学校南校第 34回学校祭
○演芸会 ７月 30 日（火）10 時～
16 時  栃木文化会館（旭町）  太
極拳、コーラス、民謡、カラオケ、ダ
ンス、民話語り、フラダンス、33 期・
34 期生の発表会等
○学校祭 ８月３日（土）10 時～
15 時  シルバー大学校南校（神田
町）  ふれあい体験、体験教室、模
擬店、チャリティーバザー、作品展示
等  栃木県シルバー大学校南校☎ 22
‐5325

第 67 回栃木県芸術祭文芸賞作品募集 
 高校生以上の県内在住・勤務・通

学者、県出身者で未発表作品  2 千
円、高校生 1 千円  ７月 19 日（金）（当
日消印有効）までに県文化協会事務局

（宇都宮市本町１‐８／☎ 028‐643
‐5288）へ郵送または持参

個人事業税の納税について
　８月は、平成 24 年中に個人で事業
を営んでいた方に、個人事業税が課税
されます。
◇納付額…所得金額から 290 万円を
引いた額に税率を乗じた額（原則）◇
１期分納期限…9 月 2 日（月）◇納付
場所…最寄りの金融機関  県税事務
所個人事業税担当☎ 23‐3414

不動産取得税の納税について
　7 月は、平成 24 年中に家屋を新築、
増築および改築により取得された方
に、不動産取得税が課税されます。
◇納期限…7 月 31 日（水）◇納付場
所…最寄りの金融機関又は県税事務所
窓口  県税事務所不動産取得税担当
☎ 23‐3413

平成 25 年度介護支援専門員実務研修
受講試験

10 月 13 日（日）10 時～ 12 時  
宇都宮大学（峰キャンパス）又はとち
ぎ健康の森   受験料 7,700 円※試験
案内申込書配付…６月 10 日（月）～
本庁介護保険課、各総合支所健康福祉
課 ６月 24 日（月）～７月 10 日（水）
社会福祉法人とちぎ健康福祉協会事業
企画課☎ 028‐650‐5587

こころの健康相談
 栃木健康福祉センター（神田町）
 よく眠れない、いらいらが強く落

ち着かないなど気になる症状がある方
や、仕事や人間関係などで悩みがある
方など  精神科医師、心理士による
相談（毎月１回午後）、保健師による
相談（随時）  栃木健康福祉センター
☎ 22‐4121 ※事前に要予約

「福祉有償運送・セダン等運転」技能
講習参加者募集

８月１日（木）、２日（金）、５日（月）
９時 30 分～ 16 時  栃木保健福祉セ
ンター（今泉町 2 丁目） 55 歳以上
の就職・就業の意欲のあるハローワー
クに求職登録済みの県内在住者 20 人

（応募多数時は選考）  福祉車両運転
実技・セダン等の乗降介助等  無料 

７月 22 日（月）必着で、所定の申
込用紙を県シルバー人材センター連合
会☎ 028‐627‐1179


