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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
８ 月 22 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（経験者・
興味のある方はぜひ！）。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
８月 21 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

親子ヨガ教室受講者募集
９月１日（日）10 時～ 11 時 30 分 
 藤岡公民館（藤岡町藤岡） ０～

３歳児と保護者 15 組（先着順）  親
子間のスキンシップ・コミュニケー
ションを図る。また保護者同士の交
流の場（飲み物、動きやすい服装）  
無料  ８月１日（木）～市社会福祉
協議会藤岡支所☎ 62‐5861

とちぎ夢ファーレ助成事業　音と出あ
う、音を楽しむワークショップ～身近
なもので音楽しよう！～

８月 18 日（日）10 時～ 12 時  
国府公民館（惣社町）  市内小学校
で支援学級に在籍又は通級している児
童と家族 20 組（先着順）  瓦井信夫
氏（音の工房そら主宰）  無料  ８
月１日（木）までに必要事項を記入し
郵送で子育て支援クラブあくあとちぎ

（ 〒 329‐4401 大 平 町 牛 久 640‐5
／☎ 090‐5990‐0248 電話番号通
知のみ受付）へ

とちぎ夢ファーレ助成事業　第１回邦
楽の音色　邦楽の魅力と面白さを再発
見

８月 18 日（日）演奏会 14 時開演
（13 時 30 分開場）、　お箏の体験 15
時  栃木文化会館（旭町）  演奏者
…馬場千井寿氏、有薗彩香氏、曲名…
木と石の詩、古都など  入場料 1,500
円  邦楽教育を支援する箏の音会／
代表馬場☎ 22‐4885

らいくるステージ　音楽から素敵なお
くりもの♪

11 月２日（土）10 時 30 分～ 11
時 50 分（10 時開場）  國學院大學
栃木学園教育センター（境町）  ピ
アノを使ってクラシック音楽を基本に
音楽をもっと楽しく身体で感じながら
素敵なおくりものをたくさん受取るセ
ミナー  佐藤昌代氏（宇都宮短期大
学音楽科ピアノ講師）  ２千円  ら
い く る ／ 岩 﨑 ☎ 080‐5467‐6269
／メール raikuru-stage.j@ezweb.ne.jp

親子で「スイカ割り」をしましょう
By どーなつクラブ

８月４日（日）９時～  藤岡町渡
良瀬運動公園子ども広場付近（藤岡町
藤岡）※雨天時…藤岡公民館（藤岡町
藤岡）  幼児～小学生と保護者  夏
のイベント、親子でスイカ割りと楽し
いゲームなど  無料  藤岡町家庭教
育オピニオンリーダーの会　どーなつ
クラブ／会長福田☎ 62‐9221

初歩のデジカメ講座～蔵の街を撮ろう～
９月７日（土）13 時 30 分～ 16 時

30 分  小山高専サテライト・キャン
パス（倭町）  小学校高学年以上６
人  デジカメの基本的な使い方、仕
組み・機能、およびパソコンを使った
写真の取り込み方法を学ぶ  無料  
8 月 30 日（金）までに講座名、住所、
氏名、フリガナ、年齢、電話番号を記
入 し メ ー ル kouza@oyama-ct.ac.jp ま
たは FAX 0285‐20‐2880 で小山工
業高等専門学校講座イベント申込み窓
口（☎ 0285‐20‐2197）へ。

栃木市母親くらぶ　ゆ・る・く納涼祭 
８月１日（木）10 時 30 分～  く

ぐつアトリエ（鹿沼市下沢）  暑い夏
を親子で乗り切れ！流しそうめんや人
形劇など、盛りだくさんに楽しめるよ
～  １人 800 円  栃木おやこ劇場
☎ 22‐7062

ウェルワークとちぎ（栃木広域中小企
業勤労者福祉サービスセンター）会員
募集

 市内の中小企業の事業主や勤労者、
また市内在住で市外の中小企業に勤め
ている方  野球観戦・ボウリング大

会等、ディズニーランド等のレジャー
施設及び宿泊施設利用の補助、人間
ドック受診費用の助成、慶弔給付等の
福祉厚生事業   800 円（１人、１か
月）、入会金なし  ウェルワークとち
ぎ☎ 20‐5183 ※詳細はホームペー
ジ　ウェルワークとちぎ　検索

とちぎ建設技術センターからお知らせ
○平成 25 年度下水道排水設備工事責
任技術者更新講習会

 ① 10 月 2 日（水）〔矢〕② 8 日（火）
〔佐〕③ 9 日（水）〔矢〕④ 15 日（火）〔宇〕
⑤ 20 日（日）〔宇〕⑥ 24 日（木）〔佐〕
⑦ 28 日（月）〔宇〕14 時～ 16 時  〔宇〕
宇都宮市文化会館、〔佐〕佐野市文化
会館、〔矢〕矢板市文化会館  資格の
有効期限が平成 26 年３月 31 日まで
の方。または平成 25 年 3 月 31 日で
切れている方  ７月 31 日（水）（当
日消印有効）までに公益財団法人と
ちぎ建設技術センター研修課☎ 028‐
626‐3187
○平成 25 年度下水道排水設備工事責
任技術者試験講習会及び模擬試験

９月 24 日（火）10 時～ 16 時 30 分
○平成 25 年度下水道排水設備工事責
任技術者試験

10 月 31 日（木）14 時～ 16 時
☆下水道排水設備工事責任技術者（試
験講習会及び模擬試験・試験）共通事
項　  県自治会館（宇都宮市）  受
験資格は試験案内参照  8 月 30 日

（金）（当日消印有効）までに公益財団
法人とちぎ建設技術センター研修課☎
028‐626‐3187 ※各申込書類は市
下水道課（薗部町 3 丁目）と申込先
で配布

人権教育・啓発推進県民運動強調月間
（8 月）「映画と講演のつどい」開催

８月 21 日（水）13 時 30 分～ 16
時（開場 13 時）  県総合文化センター
サブホール（宇都宮市本町）  400
人  テーマ＝インターネットと人権
第１部…映画「インターネットの向こ
う側」、第２部…講演「スマホ・タブ
レット時代のサイバー空間と人権のあ
り方について～必要な教育と制度の観
点から～」  加納寛子氏（山形大学
基盤教育院准教授）※手話通訳・要約
筆記あり   県人権施策推進課☎ 028
‐623‐3027

統計グラフ栃木県コンクール作品募集
 県内小学生以上ならどなたでも  

◇課題…自由。ただし、小学校４年生
以下は児童が自分で観察または調査し
た結果をグラフにしたもの◇用紙の大
きさ…Ｂ２判。縦・横どちらでも可◇
紙質・色彩…自由。裏面板張り（パネ
ル仕上げ）、表面のセロハンカバーは
不可◇応募点数…無制限。ただし、２

枚以上のシリーズ作品は不可◇合作
時の人数制限…５人以内 ９月４日

（水）（必着）までに県統計課☎ 028‐
623‐2242

平成 25 年度戦没者遺児による慰霊友
好親善事業参加者募集

 先の大戦で父等を亡くした戦没者
遺児  旧戦域を訪れ慰霊追悼を行う。
同地域の住民と友好親善を図る 
９万円  栃木県遺族会☎ 028‐622
‐3180 ／一般財団法人日本遺族会事
務局☎ 03‐3261‐5521

県立中高一貫教育校、佐野高等学校附
属中学校　学校説明会開催

８月４日（日）10 時 30 分～ 12 時 
※午後、学校見学会実施予定  佐野
市文化会館（佐野市）  小学生・保
護者（小学生は保護者同伴）  佐野
高等学校附属中学校☎ 0283‐23‐
0161

中小企業夏季資金融資のお知らせ
 県内に１年以上事業所を有して営

業を行っている中小企業及び事業協
同組合等  ◇資金の使いみち＝商品
仕入れ、ボーナスの支払いなどの季節
的な運転資金◇融資額…企業１千万円
以内、団体１億円以内◇融資利率…
年 2.0％以内◇融資期間…11 月 1 日

（金）まで  ７月 31 日（水）までに
県内に本店を有する銀行、信用金庫及
び信用組合の営業店へ／県経営支援課
☎ 028‐623‐3181

とちぎ海浜自然の家「海浜釣り入門」開催！
９月 28 日（土）～ 29 日（日）  

とちぎ海浜自然の家（茨城県鉾田市） 
 県民 150 人（多数の場合抽選）  

投げ釣り入門コース・投げ釣り経験者
コース・大洗の磯釣りコース・涸沼
のハゼ釣りコースから選択。  大人
4,800 円、高校生 3,400 円、中学生
2,600 円、小学生 2,400 円、３歳以
上 1,600 円、３歳未満 300 円

（＋仕掛け代等）   ９月２日（月）ま
でに、とちぎ海浜自然の家☎ 0291‐
37‐4004

とちぎ難病相談支援センター医療相談
▼腎・泌尿器系疾患

 ８月３日（土）13 時～ 16 時  石
光俊彦氏（獨協医科大学病院循環器・
腎臓内科）
▼消化器系（肝臓・膵臓）疾患

 ８月 10 日（土）９時 30 分～ 12
時 30 分    室久俊光氏（独協医科大
学病院消化器内科）
☆共通事項　  とちぎリハビリテー
ションセンター（宇都宮市）  無
料  とちぎ難病相談支援センター☎
028 ‐ 623‐6113 へ※事前に要予約


