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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
９ 月 19 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
な料金で受けています。

シルバー人材センター刃物研ぎ
９月 18 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

ＹＪＣダンススタジオ　チャリティダ
ンスライブ 2013　

９月１日（日）14 時開演  藤岡
文化会館（藤岡町藤岡）  どなたで
も  全席自由席  結成 25 周年を迎
えるＹＪＣダンススタジオの定期発表
会。幼児から成人までのメンバー 30
人が、人気アーティストの曲とともに
ジャズダンス・バレエ・ヒップポップ・
日舞などをアレンジしたフリースタイ
ルダンスを披露します  無料  清水
☎ 090‐3345‐4111

iPad とパソコン講座開講
９月２日（月）午前の部９時 30 分～、

午後の部 13 時 30 分～  ◆パソコン
講座　水曜日…入門、ワード基礎／木
曜日…ワード実用／金曜日…活用、エ
クセル入門（各 10 回 2 時間）◆ iPad
講座　９月 30 日（月）～月曜日…活
用コース、楽しみコース（各 4 回 2
時間）◆プロの写真家と撮影しよう
講座  NPO 栃木県シニアセンター☎
20‐3322 ※平日 13 時～ 16 時まで。

第 20回日光水墨画会作品展
９月６日（金）～ 8 日（日）９時

30 分 ～ 17 時 30 分 ※ ８ 日 は 16 時
30 分まで  栃木文化会館（旭町）  
今回で 20 回目を迎える作品展です  
無料  日光水墨画会主宰／酒巻☎ 22
‐2064

第 15回清水登之顕彰会記念講演会
９月８日（日）14 時～ 16 時  栃

木文化会館（旭町）  60 人  演題：
清水登之の画業の変遷について  杉
村浩哉氏（県立美術館特別研究員）  
無料  清水登之顕彰会事務局／志鳥
☎ 27‐5180

栃木市老人クラブ連合会　健康ウォー
キング
① ９月９日（月）９時～ 13 時ゴー
ル予定※雨天時 10 日（火）  大平運
動公園（大平町蔵井）北側駐車場集合 

 大平運動公園～ホテイアオイ畑～
大中寺～大平運動公園８ｋｍ
② ９月 25 日（水）９時～ 12 時
10 分ゴール予定※雨天時 26 日（木） 

 粕尾コミュニティーセンター  粕
尾コミセン～花農場あわの～常楽寺～
粕尾コミセン７・２ｋｍ
☆①、②共通事項　  どなたでも（飲
み物、帽子着用※大平参加は昼食もお
持ちください）  無料  栃木市老人
クラブ連合会／石井☎ 090‐4531‐
1818

とちぎ夢ファーレ助成事業　第 16 回
蔵の街うたごえ喫茶

９月 14 日（土）14 時～ 16 時  
栃木商工会議所（片柳町）  青春時代
のあの名曲をみんなで楽しみましょ
う！だれでも予約なしで自由に参加で
きます 300 円（飲み物・歌集代） 

 岩 川 ☎ 24‐5868 ／ 臼 井 ☎ 24‐
1954

わくわく子育て講演会
９月 18 日（水）10 時～ 12 時  

栃木公民館（日ノ出町）  主に乳幼
児を持つ保護者（託児あり）  40 人

（先着順）  育児の悩みや不安を解消
と、楽しい子育てのアドバイス  伊
東厚子氏（小山自然育児相談所）  無
料  栃木おやこ劇場☎ 22‐7062

おしゃべりサロン「布ボールを作りま
しょう」

 ９月 26 日（木）10 時～ 11 時 30
分  ゆうゆうプラザ（大平町西野田） 

 乳幼児と保護者 15 組  端布をつ
ないでやわらかいボールを作り、親子
で遊びましょう※託児あり  200 円 
 ９月１日（日）～ 15 日（日）に子
ども・保護者両氏名、年齢（子ども）、
住所、電話番号を FAX で大平町家庭

教育オピニオンリーダーほほえみの会
／増田☎・FAX22‐7079

社会福祉チャリティイベント　田中正
造の軌跡　～没後 100 年記念次世代
の若者たちへ芸能で語る～

９月 15 日（日）13 時開演  藤岡
文化会館（藤岡町藤岡）  どなたで
も  全席自由席  無料  田中正造
を芸能で語り継ぐ会代表／柳田☎ 62
‐2975

第 34回栃木市文化祭　市民囲碁大会
10 月６日（日）９時 20 分～ 40 分（受

付時間）  栃木文化会館（旭町）  ハ
ンデ戦（詳細は当日説明）賞品（入賞
者）、参加賞（全員）あり  1,500 円

（昼食、飲物付／当日受付で納入）   
9 月 20 日（金）締切。日本棋院・栃
木支部☎ 22‐7875 ※受付時間 14 時
～ 17 時

西方商工会創立 50 周年記念事業、映
画「人生いろどり」上映会

９月８日（日）15 時～ 17 時  西
方総合文化体育館（西方町本郷）  
500 人  年齢や性別を超えて誰もが
活き活きと輝ける社会への願いが込
められた作品です  入場料（前売り
券：一般千円、当日券：一般 1,500 円、
小中高生 800 円）※前売り券の販売
期間８月 31 日（土）まで  西方商
工会☎ 92‐2108

毎月勤労統計調査　特別調査のお願い
　厚生労働省では、今年７月 31 日現
在で、常用労働者を１～４人雇用して
いる事業所を対象に、毎月勤労統計調
査特別調査を実施します。
　この調査は、賃金・労働時間及び雇
用の実態を全国及び都道府県別に明ら
かにする調査です。調査の対象になる
事業所には、８月から９月にかけて統
計調査員が訪問します。
　調査票に書かれた内容は、「統計法」
により厳しく秘密が守られ、統計以外
の目的には用いられることはありませ
んので、調査に協力をお願いします。

 県統計課☎ 028‐623‐2246

こころの健康教室
９月 11 日（水）14 時～ 16 時  

下都賀庁舎（神田町）  関心のある
方 50 人  統合失調症を正しく理解
してもらうため、教室を開催します。
統合失調症について～近代日本におけ
る治療の歩み～（仮）  冨田真幸助教

（慶應義塾大学精神神経科学教室）  
無料  ９月４日（水）までに栃木健
康福祉センター☎ 22‐4121

栃木農業高校岩舟農場　梨狩り
９月 14 日（土）9 時 30 分～（無

くなり次第終了）小雨決行※雨天時
15 日（日）  栃農岩舟農場（岩舟町
曲ヶ島）  梨狩り（収穫した梨を量り
売り）、ブドウ・米の販売（当日は混
雑が予想されます。余裕をもって来
場ください）   栃木農業高校／廣田☎
22‐0326

県の施設を見る「県民バス」
10 月 31 日（木）市総合運動公園

8 時集合／壬生町中央公民館 8 時 40
分集合  栃木市、壬生町、岩舟町在
住の方 50 人（抽選）  博物館、県庁、
県央浄化センター※県庁で自由昼食  
 10 月 11 日（金）まで（当日消印
有効）に、往復はがきに参加者全員（1
枚で 2 人まで）の住所・氏名・電話番号・
年齢・希望集合場所を記入の上、〒 320
‐8501 県広報課県民プラザ室へ（住
所記入不要）☎ 028‐623‐3766

無料調停相談会
９月 17 日（火）10 時～ 15 時  

栃木公民館（日ノ出町）  ○交通事故、
土地 ･ 家屋、サラ金、隣家とのトラブ
ルなど○離婚、離縁、相続、家庭内・
親族とのトラブルなど（参考資料があ
る場合は持参）   宇都宮地方 ･ 家庭裁
判所栃木支部☎ 23‐0225

第 67回栃木県芸術祭美術展作品募集
 高校生以上の県内在住者、勤務・

通学者、本県出身者で未発表の作品 
 【洋画・彫塑・工芸】会期：10 月

５日（土）～ 17 日（木）※７日（月）、
15 日（火）は休館／搬入日時：９月
28 日（土）・29 日（日）10 時～ 15
時／搬入場所：県立美術館集会室

【日本画・書道・写真】会期：11 月２
日（土）～ 12 日（火）／搬入日時：
10 月 26 日（土）・27 日（日）10 時
～ 15 時／搬入場所：県総合文化セン
ター２階第４ギャラリー※応募規定等
詳細は、問合先へ  4 千円、高校生
2 千円   県文化協会事務局☎ 028‐
643‐5288

とちぎ難病相談支援センター医療相談
９月 14 日（土）９時～ 12 時  と

ちぎ福祉プラザ（宇都宮市若草）  
生活福祉及び就労相談／対象疾患　消
化器系疾患、担当　星野敦医師（獨協
医科大学病院消化器内科）、神子谷朋
美栄養士（獨協医科大学病院栄養部）
／対象疾患　呼吸器系疾患、担当杉山
幸比古医師（自治医科大学附属病院呼
吸器内科）  無料  とちぎ難病相談
支援センター☎ 028‐623‐6113 ※
相談は予約制。


